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Ⅰ. 初めに

1.1   ライブＲＰＧって何  ?  

ライブＲＰＧはテーブルトークＲＰＧの

ように自分の演じるキャラクターを作成し、

そのキャラクターになりきって行動する。

ただライブＲＰＧではＴＲＰＧのようにキ

ャラクターの行動を会話で表現するのでは

なく、自分がコスチュームを着て演技する

ことで表現する。通常は他の人と一緒に特

別なコンベンション（略して【コン】）に

参加してライブＲＰＧをする。コンに参加

する際にはＴＲＰＧのようにキャラクター

を事前に作成し、そのキャラクターの能力

や特徴をキャラクターシートを記入してお

く。コンではプレイヤーはキャラクターの

コスチュームを着て、いろいろなスキルと

スペルを使いキャラクターを演じる。参加

者みんながキャラクターの出演者と演出家

となる。

コンのテーマはたいてい冒険や戦いやな

ぞかけなどとなる。コンではダンジョンや

迷宮がつくられたり、森で行われるコンで

はハイキングをしたりする。コンの準備を

するため【オルガ】と呼ばれる委員会が設

置される。オルガはコンの場所やシナリオ

などを準備する。コンは参加者以外の人に

邪魔されず、みんなが楽しめる静かな場所

を選び、コンを計画する。コンでは何人か

のゲームマスター（略して【ＧＭ】）のも

とで冒険が行われる。ＧＭは冒険の内容と

シナリオを参加する人に伝えたり、質問に

答えたり、レフリーのようにルールを取り

仕切きったり、コンを切り回す。ＧＭは冒

険のスケジュールとストーリーが分かって

いる。通常オルガとＧＭは同じ人である。

コンではＧＭ以外に参加する人のグルー

プが二つある。第一のグループはプレイヤ

ーキャラクター（略して【ＰＣ】）、第二

のグループはノンプレイヤーキャラクター

（略して【ＮＰＣ】）だ。ＰＣはプレイヤ

ーが自分でキャラクターの考えと振る舞い

を決定する。プレイヤーのキャラクターは

ＧＭとオルガで作ったシナリオとストーリ

ーのなぞかけを解くことができる。ＮＰＣ

はＧＭの手助けをする。通常ＮＰＣはプレ

イヤーキャラクターの敵や手助けなどの役

を勤める。ＮＰＣのキャラクターの考えや

振る舞いはＧＭに決められる。

ＮＰＣとＰＣはみんな演じるキャラクタ

ーがある。見物人はいない。ＧＭは通常、

自分でキャラクターの役は勤めない。

1.2   コンにいったら、何をする  ?  

ＰＣはコンでキャラクターのようにふる

まい演技をする。例えば、他のキャラクタ

ーと会話するときは自分のキャラクターの

ように話す。さらに他のＰＣとＮＰＣと面

白い冒険や戦いをすることができる。キャ

ラクターは剣や魔法、その他のスキルを使

い、シナリオの問題や謎を解明する。でも

コンでは他のこともできる。キャラクター
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がゲーム好きの設定であれば、他のキャラ

クターとチェスやダイス・ゲームを楽しむ

こともできる。キャラクターのようにふる

まうことが一番大切なことだ。

しかし、ライブＲＰＧでは少し限界もあ

る。ＴＲＰＧでの限界は自分の想像力とル

ールだ。ライブＲＰＧではルールも限界の

ひとつだが、キャラクターとプレイヤーは

自然の法則に支配されている。プレイヤー

は当然魔法を唱えることはできないため、

ルールがなければキャラクターも唱えるこ

とができない。そのため魔法のルールがあ

り、ライブＲＰＧでは魔法を補助用の小道

具を使い表現する。これは演技によってあ

る程度解決できるが、少し想像力も必要だ。

例えばファイアボールを唱えたい魔法使い

は柔らかい球を目標に投げて、他の人はフ

ァイアボールを投げたと想像する。これよ

り難しいことはできない。例えば、飛翔、

瞬間移動、透明化、時を止めることなどは

できない。ＧＭだけはシナリオの中でこれ

をする可能性がある、例えばフリーズ（下

記参照）。 

でも、一番大切なことは安全だ。これも

限界のひとつだ。しっかりライブＲＰＧの

安全規則を守らなければなりません。この

安全規則はみんなの健康、楽しみ、興奮の

ために必要である。例えば戦いの際はでラ

イブＲＰＧ用に特別に作られている武器を

使わなければならない。本当の武器を使っ

てはならない。

ＧＭは安全を管理する。そのためＧＭは

安全に関することで参加者に呼び掛けるこ

とがある。ＧＭは安全やシナリオやルール

などについて決める。参加者はそれに従い

安全のために周りに気を配る必要がある。

ＧＭは安全について明確な一線を設けるが、

責任は参加者ひとりひとりが取らなければ

ならない。ＧＭはルールに従いシナリオを

進行する。ＧＭはルールを破る人とシナリ

オとルールの問題を解決する。

コンが始まる前に、ＧＭは【チェック・

イン】を行う。チェック・インとは、参加

者のキャラクターシートをチェックして、

キャラクターの問題の質問を答えたり、参

加条件を説明したり、参加料金をチェック

する。その時にプレイヤーのライブＲＰＧ

の武器と鎧をチェックする。その他、ＧＭ

はチェック・インでプレ

イヤーのキャラクターのス

キルによって追加情報を伝

えたりする。

コンは終わったとき

に、【チェック・アウ

ト】がある。チェック・

アウトでプレイヤーは全

員はコンの参加証明をも

らう。その証明には、キ

ャラクターの経験点（略

してＸＰ）とコンで得た

特別なアイテムとスキルが

記入されている。
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1.3   コンに参加するために、何が必要  ?  

コンに参加するためにはキャラクターの

コスチュームと装備が必要。コスチューム

は専門店で買うことができる。通常、コス

チュームはヨーロッパの中世の服だから、

ヨーロッパのインターネット・ショップで

購入するが、日本にこの服を売る店もある。

自分で作ることもできる。装備はベルトと

ポーチや鎧やライブＲＰＧの武器など専門

店で買う方が良いが、自分で作ることもで

きる。魔法使いキャラクターは魔法を唱え

るために特別な物質が必要。鎧と武器の大

切な点は、そのことがライブＲＰＧの安全

規則とＧＭの用件にかなわなければならな

い。

　更に、キャラクターの好きなものを持

ってくるほうがいい。例えばチェスを好き

なキャラクターを演じる場合は、チェスの

ボードと駒を持ってくると良い。古そうな

カップやマグ・カップ、羽ペンなどを持っ

てくるのも良い。キャラクターの装備はす

べて中世のファンタジー世界に合っている

のが望ましい。なお二日間以上のコンを遊

ぶ際には、夜間の安全のためにペン・ライ

トや懐中電灯があれば役に立つ。

　しかし、コンに現代のモノがあると本

当に目につくため、できるだけ隠した方が

よい。みんながファンタジー世界の住人に

なりきろうとしている時にいつも携帯電話

で話したり、メールをしたりしている人が

いるととても目につく。現代の電気製品を

使わなければならない時は、静かな誰もい

ない場所でするほうが良い。
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Ⅱ. 基本ルール

2.1   ライブＲＰＧのコマンド  

コンでは時々、安全やシナリオなどのた

めに、ＧＭがコマンドを宣言する。ＰＣと

ＮＰＣが宣言できるコマンドもある。コマ

ンドはキャラクターが宣言しているのでは

なく、プレイヤーが宣言しているものとし

て扱う。ＰＣとＮＰＣのコマンドはたいて

い魔法のコマンドだ。魔法使いキャラクタ

ーがスペルを使うために、スペルの名前を

宣言するのもコマンドだ。その魔法やスキ

ルのコマンドの以上に、大切なコマンドが

ある。

【ストップ】のコマンドはすべての参加

者が使える。そのコマンドは、本当の危険

がある場合を使う。危険があれば、危険を

発見した人は大きな声で「ストップ」と宣

言する。その場合、全員が停止して危険を

探し、危険な場所から出ます。誰かがけが

をしていたら、救命士を呼ぶ。危険が終わ

ったら、ＧＭは「タイム・イン」のコマン

ドを宣言し、参加者はライブＲＰＧを続け

る。

【フリーズ】のコマンドはＧＭのみが使

える。ＧＭは大きな声で「フリーズ」を宣

言した際は、ＰＣは動くことをやめて、目

を閉じ、小さいな声で歌をハミングする。

これは、その間に起こっている出来事を見

たり聞いたりしないようにするため。その

間にＧＭはシナリオ上重要な用意をする。

これはゲーム世界では間髪を入れずに行わ

れているということになっているが、現実

的な世界ではＧＭの準備が必要な場合に使

う。例えば大きいなシナリオのスペルが発

動されている時や敵のボスが立ち現れてい

る時など。このことは意外なことなので、

目を閉じてハミングして何も見ず、何も聞

かないことにしなければならない。準備が

終わったら、ＧＭは大きい声で「タイム・

イン」のコマンドを宣言する。

【タイム・アウト】のコマンドはＧＭの

みが使える。これはフリーズみたいなコマ

ンドだけど、目を閉じたり、ハミングする

ことは必要ではない。通常、「タイム・ア

ウト」を宣言するのは、ＧＭがＰＣとＮＰ

Ｃに何か伝えたい時だ。メッセージはたい

てい参加者にとって大切なことで、シナリ

オに関することが多い。参加者がメッセー

ジを聞いた後で、ＧＭは「タイム・イン」

と呼ぶ。なおコンの終わりにもこのコマン

ドを使う。

【タイム・イン】のコマンドはＧＭのみ

が使える。コンの初めにこのコマンドで参

加者に今から始めることを宣言する。この

コマンドの後で参加者はキャラクターの演

技をし始める。さらにタイム・インのコマ

ンドはフリーズやストップ、タイム・アウ

トのコマンドを終了させる時にも宣言する。

この場合はタイム・インの後にフリーズな

どのコマンド前にしていたことを続ける。

　【メディック】のコマンドはすべての参
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加者が使える。そのコマンドはストップの

後に使う。負傷者がいれば、このコマンド

で参加者の中にいる救命士を呼ぶ。救命士

がない場合は救急車を呼ぶコマンドだ。し

かし注意する必要があるのは、このコマン

ドは本当のけががある場合だけ。キャラク

ターが怪我をしている場合は、「ヒーラ

ー」とか「医者」などと呼ぶ。

2.  ２ ゲーム表示  

これは特別なジェスチャーと表示する道

具だ。そのことはコンで話さないで情報を

伝えることを目的としている。表示の道具

の一つは色のついたヒモだ。このヒモは着

方が二つある。一つ目はベルトに着ける方

法。二つ目はタスキのようなヒモ。ヒモは

大抵スペルの効果を表示するために着ける。

【腕でバツを作る】はたいていＮＰＣが使

う。しかしＰＣも使うことができる。この

ジェスチャーは「私はゲーム世界にいな

い」という意味だ。その人はほかのキャラ

クターに無視されなければならない。これ

はＮＰＣが任務先に行ったり来たりする場

合に使う。その上に、ＮＰＣのキャラクタ

ー（敵）がＰＣに殺された時にも使う。

【赤いヒモ】はスペルの効果の表示だ。武

器に装着したヒモは「この武器はマジック

・ウェポンだ」という意味だ。地面におい

てある赤いヒモはたいてい魔法的な効果が

ある。その際は第６章を参照して、ＧＭや

他の魔法使いに尋ねるほうが良い。

【青いヒモ】と【青いタスキ】を装着する

ＰＣとＮＰＣはマジック・アーマーなどの

防御のスペルがかかっていることの表示だ。

弱いスペルの場合は青いヒモで十分だが、

強いスペルの場合は青いタスキのほうが良

い。

【白いヒモ】はブレシングスペルの表示だ。

【赤いタスキ】はＧＭの表示だ。ＧＭがこ

れを着けている時はキャラクターではない

という意味だ。ＧＭはコンの間はずっとこ

れを着けているべきだ。しかしＧＭも自分

でキャラクターのロールに入りたい場合も

あるだろう。その際は赤いタスキを脱ぐ。

2.3   安全ためのルール  

安全ために作ったルールは絶対に守られな

くてはならない。ここに書いたルールは基

本的なことだけだ。ここに書いたルール以

外にも４章の詳細ルールにもさまざまな安

全上のルールが存在する。参加者は常に安

全に気をつけてください。

本当の武器はだめ！ライブＲＰＧ用の武器

だけを使うことができる。

安全チェックした武器と鎧だけ！コンのチ

ェック・イン時に、ＧＭは武器と鎧を全部

チェックしなければならない。ＧＭが危険

だとみなした武器と鎧を使ってはいけない。

戦い前にお酒はだめ！酒を飲んだ後は戦い

に参加してはいけない。
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Ⅲ. キャラクター作成

このルールはキャラクターの作成だ。作

成されたキャラクターは一つのコンだけで

使うのではない。キャラクターはたくさん

のコンで使用したほうが面白い。作成され

たばかりのキャラクターは経験があまりな

いが、何度もコンに参加した後はとても素

晴らしいキャラクターになる。

キャラクターを実際に作成する前に、少

し作りたいキャラクターについて考えるほ

うが良い。どんなキャラクターになりたい？

典型がある？テレビ、小説、漫画、アニメ

にはたくさんの参考になるキャラクターが

いる。どんなキャラクターになりたいか考

えた後で、ルールに従ってキャラクターを

作ろう。

3.1   種族  

初めに、種族を選ぶ。種族は七つあり、

それは人間・エルフ・ハーフエルフ・ドワ

ーフ・ハーフリング・オーク・ハーフオー

クだ。それぞれの種族には特徴がある。そ

の以外にも演じるのに必要な道具が書いて

ある。

【人間】は多才な種族で、任意に二つのス

キルを選ぶ。この二つはスキル成長表で一

段階安くなる。　　

　装備：特別な道具は必要ではない。

【エルフ】は魔法的で自然と縁が深い種族

だ。エルフは擬似呪文能力のように一日に

三回まで任意に「アプレンティススペル」

を使える。魔法耐性を持っている場合でも、

これは使用することができる。さらに、エ

ルフは「追跡術」を２ランク、「薬草学」

を１ランク得る。その一方でエルフは「耐

久力」は３ステップ以下しか修得できない。

「毒物耐性」を修得するには、必要な経験

点が二倍になる。エルフは強化レザー・ア

ーマー以上の鎧は装備できない。クラスが

「パラディン」・「ファイター」・「アド

ベンチャーラー」であった場合のみ軽チェ

インメイルまでの鎧を装備できる。その他

にエルフは次のスキルから二つを選び、そ

のスキルはスキル成長表で通常より一段階

安くなる：「精神力」・「追跡術」・「罠

設置」・「薬草学」・「伝承知識」。　　

　装備：エルフ耳。さらにエルフのプレ

イヤーは背が高くて、やせ型のほうが望ま

しい。

【ハーフエルフ】はエルフと人間の混血種

だ。ハーフエルフは「薬草学」と「追跡

術」を１ランク得る。しかし「毒物耐性」

はスキル成長表で二段階高くなる。任意に

二つのスキルを選ぶ。この二つはスキル成

長表で一段階安くなる。　

　装備：小さなエルフ耳。さらに、ハー

フエルフのプレイヤーはやせ型のほうが望

ましい。

【ドワーフ】は小さいが力強い種族だ。

「魔法耐性」はスキル成長表で２段階安く
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なる。ドワーフは「甲冑製造」と「甲冑知

識」と「罠解除」と「毒物耐性」を１ラン

ク得る。しかし、アーケイン魔法使いクラ

スとスペルリストは選択できない。さらに

１３０センチ以上の武器は使用できない。

ドワーフは次のスキルの中から二つ選び、

選択したスキルはスキル成長表で一段階安

くなる：「罠設置」・「罠解除」・「回復

力」・「甲冑製造」・「甲冑知識」。　　

　装備：濃い着け髭（女性のドワーフは

着ける必要はない）。ドワーフのプレイヤ

ーは背が高くないほうが望ましい。ドワー

フは少し太めのため、コスチュームでそれ

らしくした方がいい。

【ハーフリング】はとても好奇心旺盛な食

いしん坊の種族だ。ハーフリングは「毒物

耐性」と「罠設置」と「錠前知識」を２ラ

ンク得る。しかし、ハーフリングは「耐久

力」修得する時に、１ステップまでしか修

得できない。１１０センチ以上の武器は使

用できない。ハーフリングは次のスキルの

中から二つ選び、選択したスキルはスキル

成長表で一段階安くなる：「追跡術」・

「罠設置」・「毒物精製」・「暗殺術」・

「魔法耐性」。　　

　装備：ハーフリングのプレイヤーは背

が高くないほうがいい。ハーフリングは少

し太めのため、コスチュームでそれらしく

した方がいい。

【オーク】は凶暴で野蛮な種族だ。オーク

はほかの種族と沢山の問題を抱えている。

オークは日に当たっていない場所では耐久

点のような追加の防護点を得る。オークは

「毒物精製」を２ランク、「毒物耐性」を

１ランク得る。しかし、「スペル」、「魔

法学位」、「暗号学」、「精神力」、「魔

法耐性」はスキル成長表で２段階高くなる。

オークは次のスキルの中から二つ選択し、

選択したスキルはスキル成長表で一段階安

くなる：「狂暴力」・「罠設置」・「回復

力」・「暗殺術」・「甲冑製造」。　　

　装備：皮膚を濃い緑色に化粧する。仮

面を専門店で買うこと

もできる。

【ハーフオーク】はオ

ークと人間の混血種だ。

 ハーフオークは

「毒物精製」を

１ランク得る。
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しかし、「スペル」と「精神力」はスキル

成長表で２段階高くなる。任意に二つのス

キルを選ぶ。この二つはスキル成長表で一

段階安くなる。　

　　装備：皮膚を濃い緑色に化粧する。

3.2   クラス  

何のクラスを選ぶかはよく考えたほうが

良い。後でクラスを変更することは難しい

からだ。クラスによりスキル成長表が異な

る。種族の特質と長所・短所はスキル成長

表の欄を変更する。スキル成長表の欄はＡ

からＦまであり、それはスキルの成長に必

要な経験点に影響する。Ａが一番安く、Ｆ

が一番高い。「－」が書いている場合、そ

のスキルを修得できない。そのスキルに関

する短所・長所も修得できない。Ａ～Ｆの

後にほかのことが書いてある場合もある。

これは修得の制限だ。

【アドベンチューラー／冒険者】は多芸だ。

すべてのスキルを修得できるが専門家にな

ることは難しい。アドベンチューラーはた

いてい放浪し、財宝と冒険を探している。

【アニミスト／霊能者】はドルイドやシャ

ーマンとも呼ばれ、自然の精霊や動物の守

護霊（トーテム）などと交信出来る。この

精霊たちを通じて、自然魔法を使用できる。

アニミストは自然を守る誓約した良い戦士

にして魔法使いだが、自然以外の知識はあ

まりない。

【ウィザード／魔道士】は魔法を理論的に

修得したアーケイン魔法使いだ。学術知識

と呪文学に精通しているが、他のことはで

きない。

【エレメンタリスト／元素使い】は四大元

素を専門に扱うアーケイン魔法使いだ他の

魔法使いよりスペルリストが小さいが良い

戦士になりうる。

【クラフター／職人】はたくさんの製作技

術と知識がある。戦士と魔法のスキルがす

こし修得出来る。

【クレリック／聖職者】は戦場で神の教義

を説き、信徒を鼓舞する。神聖魔法使いで、

戦士でもある。

【スカウト／斥候】はサバイバルに長けた

戦士だ。自然に関するスキルと攻防スキル

に優れる。

【ソーサラー／呪術師】は魔道書や理論か

らではなく師匠や経験を通じて魔法知識を

修得したアーケイン魔法使いだ。そのため

ウィザードと比べて実用主義者である。

【バード／吟遊詩人】は音楽と歌で魔法を

使うことができる。彼の歌は人々に力を与

える。

【バーバリアン／狂戦士】は狂暴で荒々し

い戦士だ。バーバリアンは多くの攻撃を受

けても立っていることができる。

【パラディン／聖戦士】は神に仕える戦士

であり、ほかの信徒の模範である。神聖魔

法を修得できるが、他の神聖魔法使いほど
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得意ではない。プレートメイルを装

備しながら魔法を唱える

こともできる。

【ファイター／戦士】

は耐久力に優れた戦士だ。

【プリースト／司祭】は神の教義

を信徒に説き、手本を示す。戦士

ではないがとても良い神聖魔法

使いだ。他の神聖魔法使いと違い、

鎧を着て魔法を唱えることはでき

ない。

【レンジャー／ 野伏】はスカウ

トと同じようにサバイバルに長け

るが、攻防スキルは少しスカウトによ

劣る。しかしアニミストのような自然

魔法を使うことができる。レンジャー

は森の守り手だ。重チェインメイ

ルを装備しながら魔法を使うこ

とも可能。

【ローグ／盗賊】は罠や錠、

暗殺、毒などの専門家だ。

【ウォーロック／妖術師】は魔法の

知識はあまりないが才能と経験はあ

るアーケイン魔法使いだ。魔法の基礎

知識はもっており、攻防スキルを修得

することもできる。ウォーロックは黒

魔術師となる場合が多い。

テーブルⅠ：アドベンチューラー修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 C

精神力 C  気絶打撃 C 薬草学 C

耐久力 C (4 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 罠設置 C 追跡術 C

回復力 C (3 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 罠解除 C 伝承知識 C

狂暴力 C 暗殺術 C 錠前知識 C

武装魔法詠唱 C (1 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 着火術 C 甲冑製造 C

魔法スキル 医術 C 甲冑知識 C

スペル C  ポーション精製 C 耐性スキル

擬似呪文能力 C 毒物精製 C スペル耐性 C

魔法学位 C (2 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 錬金術 C 毒物耐性 C

一般魔法使いクラスだ。スペルリストを選びなさい。 魔法耐性 C
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テーブルⅡ：アニミスト修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 D

精神力 C (2 ｽﾃｯﾌﾟ以下)  気絶打撃 C 薬草学 A

耐久力 C (4 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 罠設置 A 追跡術 A

回復力 B 罠解除 C 伝承知識 C

狂暴力 C 暗殺術 F 錠前知識 E

武装魔法詠唱 D (1 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 着火術 B 甲冑製造 D

魔法スキル 医術 B 甲冑知識 D

スペル B  ポーション精製 B 耐性スキル

擬似呪文能力 C 毒物精製 B スペル耐性 C

魔法学位 C 錬金術 E 毒物耐性 A

自然魔法使いクラスだ。 魔法耐性 –

テーブルⅢ：ウィザード修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 A

精神力 –  気絶打撃 D 薬草学 A

耐久力 – 罠設置 D 追跡術 C

回復力 – 罠解除 D 伝承知識 A

狂暴力 – 暗殺術 F 錠前知識 C

武装魔法詠唱 – 着火術 A 甲冑製造 C

魔法スキル 医術 B 甲冑知識 C

スペル A  ポーション精製 A 耐性スキル

擬似呪文能力 A 毒物精製 B スペル耐性 A

魔法学位 – 錬金術 A 毒物耐性 A

アーケイン魔法使いクラスだ。 魔法耐性 –

テーブルⅣ：エレメンタリスト修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 C

精神力 C (2 ｽﾃｯﾌﾟ以下)  気絶打撃 C 薬草学 C

耐久力 B (2 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 罠設置 C 追跡術 C

回復力 C (2 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 罠解除 D 伝承知識 B

狂暴力 – 暗殺術 F 錠前知識 D

武装魔法詠唱 C (1 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 着火術 A 甲冑製造 C

魔法スキル 医術 C 甲冑知識 C

スペル B  ポーション精製 B 耐性スキル

擬似呪文能力 B 毒物精製 C スペル耐性 A

魔法学位 B 錬金術 B 毒物耐性 C

アーケイン魔法使いクラスだ。優先的のスペルリストを選びなさい。 魔法耐性 –
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テーブルⅤ：クラフター修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 C

精神力 C  気絶打撃 F 薬草学 D

耐久力 C 罠設置 B 追跡術 E

回復力 C 罠解除 C 伝承知識 C

狂暴力 D 暗殺術 F 錠前知識 A

武装魔法詠唱 – 着火術 B 甲冑製造 A

魔法スキル 医術 B 甲冑知識 A

スペル C  ポーション精製 A 耐性スキル

擬似呪文能力 E 毒物精製 A スペル耐性 C

魔法学位 C (1 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 錬金術 A 毒物耐性 C

一般魔法使いクラスだ。スペルリストを選びなさい。 魔法耐性 C

テーブルⅥ：クレリック修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 A

精神力 B  気絶打撃 D 薬草学 C

耐久力 C (3 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 罠設置 D 追跡術 D

回復力 C 罠解除 C 伝承知識 A

狂暴力 – 暗殺術 D 錠前知識 D

武装魔法詠唱 B (2 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 着火術 D 甲冑製造 B

魔法スキル 医術 B 甲冑知識 B

スペル B  ポーション精製 C 耐性スキル

擬似呪文能力 C 毒物精製 C スペル耐性 A

魔法学位 B 錬金術 D 毒物耐性 C

神聖魔法使いクラスだ。 魔法耐性 –

テーブルⅦ：スカウト修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 E

精神力 B  気絶打撃 C 薬草学 C

耐久力 A 罠設置 B 追跡術 A

回復力 B 罠解除 E 伝承知識 B

狂暴力 D 暗殺術 C 錠前知識 D

武装魔法詠唱 – 着火術 A 甲冑製造 B

魔法スキル 医術 D 甲冑知識 B

スペル D  ポーション精製 D 耐性スキル

擬似呪文能力 E 毒物精製 B スペル耐性 B

魔法学位 D (1 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 錬金術 E 毒物耐性 A

一般魔法使いクラスだ。スペルリストを選びなさい。 魔法耐性 B
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テーブルⅧ：ソーサラー修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 C

精神力 C (2 ｽﾃｯﾌﾟ以下)  気絶打撃 C 薬草学 A

耐久力 – 罠設置 C 追跡術 B

回復力 – 罠解除 C 伝承知識 A

狂暴力 – 暗殺術 F 錠前知識 C

武装魔法詠唱 – 着火術 B 甲冑製造 C

魔法スキル 医術 B 甲冑知識 C

スペル A  ポーション精製 B 耐性スキル

擬似呪文能力 A 毒物精製 B スペル耐性 A

魔法学位 A 錬金術 B 毒物耐性 C

アーケイン魔法使いクラスだ。 魔法耐性 –

テーブルⅨ：バード修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 A

精神力 A  気絶打撃 B 薬草学 C

耐久力 – 罠設置 C 追跡術 B

回復力 – 罠解除 C 伝承知識 A

狂暴力 – 暗殺術 E 錠前知識 B

武装魔法詠唱 – 着火術 B 甲冑製造 C

魔法スキル 医術 B 甲冑知識 C

スペル A  ポーション精製 C 耐性スキル

擬似呪文能力 C 毒物精製 B スペル耐性 A

魔法学位 B 錬金術 C 毒物耐性 C

アーケイン魔法使いクラスだ。 魔法耐性 –

テーブルⅩ：バルバリアン修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 E

精神力 A  気絶打撃 B 薬草学 B

耐久力 B 罠設置 B 追跡術 B

回復力 A 罠解除 C 伝承知識 C

狂暴力 A 暗殺術 F 錠前知識 D

武装魔法詠唱 – 着火術 B 甲冑製造 C

魔法スキル 医術 C 甲冑知識 C

スペル F  ポーション精製 C 耐性スキル

擬似呪文能力 D 毒物精製 C スペル耐性 C

魔法学位 E (1 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 錬金術 D 毒物耐性 A

一般魔法使いクラスだ。スペルリストは自然魔法だ。 魔法耐性 B
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テーブルⅩⅠ：パラディン修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 B

精神力 B  気絶打撃 E 薬草学 C

耐久力 B 罠設置 D 追跡術 D

回復力 C 罠解除 E 伝承知識 B

狂暴力 – 暗殺術 – 錠前知識 E

武装魔法詠唱 A 着火術 B 甲冑製造 B

魔法スキル 医術 B 甲冑知識 B

スペル C  ポーション精製 C 耐性スキル

擬似呪文能力 A 毒物精製 C スペル耐性 B

魔法学位 C (2 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 錬金術 D 毒物耐性 A

神聖魔法使いクラスだ。 魔法耐性 –

テーブルⅩⅡ：ファイター修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 D

精神力 B  気絶打撃 B 薬草学 C

耐久力 A 罠設置 C 追跡術 C

回復力 B 罠解除 C 伝承知識 C

狂暴力 C 暗殺術 C 錠前知識 D

武装魔法詠唱 – 着火術 C 甲冑製造 B

魔法スキル 医術 C 甲冑知識 B

スペル E  ポーション精製 D 耐性スキル

擬似呪文能力 C 毒物精製 D スペル耐性 B

魔法学位 E (1 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 錬金術 D 毒物耐性 B

一般魔法使いクラスだ。スペルリストを選びなさい。 魔法耐性 A

テーブルⅩⅢ：プリースト修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 A

精神力 A  気絶打撃 C 薬草学 A

耐久力 – 罠設置 D 追跡術 C

回復力 – 罠解除 D 伝承知識 A

狂暴力 – 暗殺術 F 錠前知識 B

武装魔法詠唱 – 着火術 B 甲冑製造 B

魔法スキル 医術 A 甲冑知識 B

スペル A  ポーション精製 A 耐性スキル

擬似呪文能力 C 毒物精製 A スペル耐性 A

魔法学位 A 錬金術 A 毒物耐性 C

神聖魔法使いクラスだ。 魔法耐性 –
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テーブルⅩⅣ：レンジャー修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 F

精神力 C (2 ｽﾃｯﾌﾟ以下)  気絶打撃 D 薬草学 C

耐久力 B (4 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 罠設置 A 追跡術 A

回復力 C 罠解除 C 伝承知識 F

狂暴力 B 暗殺術 C 錠前知識 D

武装魔法詠唱 B (3 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 着火術 C 甲冑製造 C

魔法スキル 医術 C 甲冑知識 C

スペル C  ポーション精製 C 耐性スキル

擬似呪文能力 B 毒物精製 B スペル耐性 C

魔法学位 C (2 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 錬金術 F 毒物耐性 A

自然魔法使いクラスだ。 魔法耐性 –

テーブルⅩⅤ：ローグ修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 D

精神力 C  気絶打撃 A 薬草学 F

耐久力 C 罠設置 A 追跡術 C

回復力 C 罠解除 A 伝承知識 B

狂暴力 E 暗殺術 A 錠前知識 A

武装魔法詠唱 – 着火術 C 甲冑製造 D

魔法スキル 医術 C 甲冑知識 D

スペル C  ポーション精製 E 耐性スキル

擬似呪文能力 C 毒物精製 A スペル耐性 B

魔法学位 D (1 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 錬金術 E 毒物耐性 A

一般魔法使いクラスだ。スペルリストを選びなさい（自然以外）。 魔法耐性 C

テーブルⅩⅥ：ウォーロック修得欄表

攻防スキル 職業的スキル 暗号学 D

精神力 B  気絶打撃 D 薬草学 A

耐久力 C (2 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 罠設置 D 追跡術 B

回復力 B (2 ｽﾃｯﾌﾟ以下) 罠解除 D 伝承知識 B

狂暴力 – 暗殺術 C 錠前知識 D

武装魔法詠唱 – 着火術 C 甲冑製造 D

魔法スキル 医術 A 甲冑知識 E

スペル B  ポーション精製 A 耐性スキル

擬似呪文能力 B 毒物精製 B スペル耐性 A

魔法学位 B 錬金術 D 毒物耐性 A

アーケイン魔法使いクラスだ。 魔法耐性 –
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3.3   長所  ・  短所  

長所・短所で、あなたのキャラクターを

特徴づけることができる。キャラクター作

成完了後に、長所・短所を修得するのは難

しい。短所を修得すれば作成点が加算され、

長所を修得するには作成点を支払わなけれ

ばならない。長所・短所の修得後に作成点

がマイナスになってはならない。そのため

長所を修得するには短所を修得しなければ

ならない。なお短所によって得た作成点は

後のスキルの修得時に使用することができ

る。

【武器忌避者】（＋20 作成点）

キャラクターは武器を全く使うことがで

きない。武器を持つこともできない。しか

し武器が必要ではない攻撃的な魔法を使う

ことはできる。

【鎧忌避者】（＋15 作成点）

キャラクターは鎧を全く使うことができ

ない。鎧を持つこともできない。しかし鎧

が必要ではない防御的な魔法を使うことは

できる。

【アーケイン魔法忌避者】（＋15 作成点）

キャラクターはアーケイン魔法を全く使

うことができない。アーケイン魔法で作ら

れたアイテムも使用できない。さらに、ア

ーケイン魔法のスペルから利益を得ること

も避けなければならない。

【神聖魔法忌避者】（＋15 作成点）

キャラクターは神聖魔法を全く使うこと

ができない。神聖魔法で作られたアイテム

も使用できない。さらに、神聖魔法のスペ

ルから利益を得ることも避けなければなら

ない。

【自然魔法忌避者】（＋15 作成点）

キャラクターは自然魔法を全く使うこと

ができない。自然魔法で作られたアイテム

も使用できない。さらに、自然魔法のスペ

ルから利益を得ることを避けなければなら

ない。

【全魔法忌避者】（＋25 作成点）

キャラクターは魔法を全く使うことがで

きない。魔法で作られたアイテムも使用で

きない。さらに、すべてのスペルから利益

を得ることを避けなければならない。

【錬金術・ポーション精製忌避者】

（＋20 作成点）

キャラクターは錬金術とポーション精製

を使用してはいけない。錬金術とポーショ

ン精製で作られたアイテムも使用できない。

さらに、錬金術とポーション精製の効果か

ら利益を得ることを避けなければならない。

【才能なし‐Ａ欄】（＋20 作成点）

あなたのキャラクターは選択されたスキ

ルの才能がない。キャラクターのスキル成

長表のＡ欄にあるスキルをＢ欄に変更する。

これより前にほかの特質でＦ欄に変更した

場合、修得できない。この短所を修得した
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場合、ほかの「才能なし〇欄」と言う短所

を修得できない。

【才能なし‐Ｂ欄】（＋15 作成点）

あなたのキャラクターは選択されたスキ

ルの才能がない。キャラクターのスキル成

長表のＢ欄にあるスキルをＣ欄に変更する。

これより前にほかの特質でＦ欄に変更した

場合、修得できない。この短所を修得した

場合、ほかの「才能なし〇欄」と言う短所

を修得できない。

【才能なし‐Ｃ欄】（＋10 作成点）

あなたのキャラクターは選択されたスキ

ルの才能がない。キャラクターのスキル成

長表のＣ欄にあるスキルをＤ欄に変更する。

これより前にほかの特質でＦ欄に変更した

場合、修得できない。この短所を修得した

場合、ほかの「才能なし〇欄」と言う短所

を修得できない。

【才能なし‐Ｄ欄】（＋5 作成点）

あなたのキャラクターは選択されたスキ

ルの才能がない。キャラクターのスキル成

長表のＤ欄にあるスキルをＥ欄に変更する。

これより前にほかの特質でＦ欄に変更した

場合、修得できない。この短所を修得した

場合、ほかの「才能なし〇欄」と言う短所

を修得できない。

【才能なし‐Ｅ欄】（＋5 作成点）

あなたのキャラクターは選択されたスキ

ルの才能がない。キャラクターのスキル成

長表のＥ欄にあるスキルをＦ欄に変更する。

これより前にほかの特質でＦ欄に変更した

場合、修得できない。この短所を修得した

場合、ほかの「才能なし〇欄」と言う短所

を修得できない。

【独眼】（＋10 作成点）

キャラクターは片目となる。コンの間中

プレイヤーは眼帯で目を一つ隠さなければ

ならないない。

【痛みに強い】（－20 作成点）

このキャラクターは痛みに対して鈍感で

ある。キャラクターは気絶しても簡単な行

動ができる。例えば腹ばいで移動したり、

ポーションを飲んだり、マジック・アイテ

ムを使うなど。しかし歩いたり走ったり、

大きな声で呼ぶ、話す、戦う、魔法を使う

などは出来ない。

【勇猛】（－20 作成点）

キャラクターは恐れを知らない。魔法や

モンスターなどで喚起された恐さがない。

スペルとモンスターの擬似呪文能力で喚起

された恐さに対して耐性を持っている。

【天賦の才‐Ｂ欄】（－20 作成点）

あなたのキャラクターは選択されたスキ

ルに才能がある。キャラクターのスキル成

長表のＢ欄にあるスキルをＡ欄に高める。

これより前にほかの特質でＡ欄に高めた場

合、修得できない。この短所を修得した場

合、ほかの「天賦の才〇欄」と言う長所を

修得できない。
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【天賦の才‐Ｃ欄】（－20 作成点）

あなたのキャラクターは選択されたスキ

ルに才能がある。キャラクターのスキル成

長表のＣ欄にあるスキルをＢ欄に高める。

これより前にほかの特質でＡ欄に高めた場

合、修得できない。この短所を修得した場

合、ほかの「天賦の才〇欄」と言う長所を

修得できない。

【天賦の才‐Ｄ欄】（－15 作成点）

あなたのキャラクターは選択されたスキ

ルに才能がある。キャラクターのスキル成

長表のＤ欄にあるスキルをＣ欄に高める。

これより前にほかの特質でＡ欄に高めた場

合、修得できない。この短所を修得した場

合、ほかの「天賦の才〇欄」と言う長所を

修得できない。

【天賦の才‐Ｅ欄】（－10 作成点）

あなたのキャラクターは選択されたスキ

ルに才能がある。キャラクターのスキル成

長表のＥ欄にあるスキルをＤ欄に高める。

これより前にほかの特質でＡ欄に高めた場

合、修得できない。この短所を修得した場

合、ほかの「天賦の才〇欄」と言う長所を

修得できない。

【天賦の才‐Ｆ欄】（－5 作成点）

あなたのキャラクターは選択されたスキ

ルに才能がある。キャラクターのスキル成

長表のＦ欄にあるスキルをＥ欄に高める。

これより前にほかの特質でＡ欄に高めた場

合、修得できない。この短所を修得した場

合、ほかの「天賦の才〇欄」と言う長所を

修得できない。

3.4   スキル  

スキル修得ために１００作成点を与えら

れる。この作成点は経験点のように使うこ

とができる。長所・短所を修得した際に残

しておいた作成点はここで使用することが

できる。なお最低でも２０作成点は職業的

スキルに支払わなければならない。支払わ

なかった作成点は経験点となる。

3.5   キャラクターの外見  

最後は、キャラクターの外見だ。キャラ

クターを演じるために必要な装備を集めな

ければならない。服や化粧や仮面や武器な

ど専門店で買う必要がある。魔法使いキャ

ラクターが魔法を使うために物質の構成要

素として小道具が必要となるため、これも

準備する（下記参照）。

　装備が準備できたらキャラクターの詳

細について決めればよりリアルになる。性

格や趣向、人生の目標などを決定しよう。

何となく決めても問題はないが、良く考え

た方がより良いキャラクターができる。

3.6   キャラクターシート  
キャラクターシートに以下の内容を記入する。

　①に、自分の名前と誕生日を記入。

　②に、住所とメールを記入。

　③に、アレルギーなどの医学的な情報を記入。
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　④に、キャラクターのデータを記入。

　⑤に、キャンペーン名、キャンペーンのキャラ

番号を記入

　⑥に、このキャラクターがコンに参加した期間

を記入。

　⑦に、種族の特質の情報を記入。

　⑧に、スキルの欄とコストを記入。あるスキル

を修得した場合は「既得」に「〇」を記入する。

ランクで修得するスキルはランク数を記入。ス

ペルのようなスキルは「〇〇ＭＰ」と記入。

　⑨に、消費したＸＰと今までにもらったＸＰを記

入。

　⑩に、キャラクターの魔法データを記入。

　⑪に、スペルリストや専門を選べる場合に、こ

こに記入。

　⑫に、スペルの情報を記入。

　⑬に、擬似呪文能力の情報を記入。

　⑭に、作った魔法アイテムを記入。

　⑮に、ポーション精製や錬金術のレシピ

を記入。

《　18　》



Ⅳ. 詳細なルール

4.1   スキルリスト  

スキルには種類が４つある：攻防スキル、

魔法スキル、耐性スキル、職業的スキル。

またそれぞれのスキルには独立しているも

の、ステップで修得するもの、ランクで修

得するものの３種類がある。独立している

スキルは一度だけ修得出来る。ステップで

修得するスキルは何段階のステップがあり、

それぞれのステップは経験点コストが異な

り、順々に修得しなければならない。ラン

クで修得するスキルは１ランクを修得する

ための経験点コストが決まっており、必要

なコストを何度も払いランクを上げていく。

ランクが高ければキャラクターはそのスキ

ルに優れていることを示す。

4.1.1 攻防スキル

【武装魔法詠唱】はステップが５つある。

第一ステップで、強化レザー・アーマーを

装備していても魔法を使用できる。第二ス

テップで、軽チェインメイルを装備してい

ても魔法を使用できる。第三ステップで、

重チェインメイルを装備していても魔法を

使用できる。第四ステップで、スケイルメ

イルを装備していても魔法を使用できる。

第五ステップで、プレートアーマーを装備

していても魔法を使用できる。

【狂暴力】はステップが４つある。毎ステ

ップで、キャラクターは狂暴点を１点得る。

【回復力】はステップが５つある。回復力

は治癒時間を短くする。回復力については

「治癒ルール」を参照。

【耐久力】はステップが６つある。毎ステ

ップで、キャラクターは耐久点を１点得る。

4.1.2 魔法スキル

【アプレンティススペル】は一つのスキル

ではなくて、たくさんのスキルから成る。

それぞれのアプレンティススペルは５ＭＰ

であり、アプレンティススペルを修得する

時に、表記のコストを払わなければならな

い。スキル成長表の欄はスペルと同じであ

る。アプレンティススペルは保有ＭＰに 5

ＭＰを足す。

【スペル】は一つのスキルではなくて、た

くさんのスキルから成る。それぞれのスペ

ルは何１０ＭＰであり、スペルを習得する

ためには１０ＭＰにつき表記のコストを支

払う。それぞれのスペル習得時に保有ＭＰ

にスペルの消費ＭＰを足す。魔法学位０で

は２０ＭＰまで、魔法学位Ⅰでは３０ＭＰ

まで、魔法学位Ⅱでは５０ＭＰまで、魔法

学位Ⅲではスペルすべてを修得できる。

【擬似呪文能力】は一つのスキルではなく

て、たくさんのスキルから成る。擬似呪文

能力の修得には１０ＭＰにつき表記のコス

トを支払う。修得した後に、キャラクター

はそのスペルを一日一回使用することがで

きる。擬似呪文能力はスペルと同じように
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使用できるが、音声や動作や物質などの構

成要素は必要ではない。さらに、擬似呪文

能力は金属鎧を装備していても使用するこ

とができる。キャラクターが気絶した場合

は擬似呪文能力も使用できない。プレイヤ

ーは擬似呪文能力を一日に２回使用したい

場合は２回修得しなければならない。修得

できる擬似呪文能力は自分のスペルリスト

にあるスペルだけである。その他のスペル

は常にＦ欄で修得する（変更できない）。

【魔法学位】はステップが３つある。それ

ぞれのステップは特別な長所があるが、特

別な条件もある。キャラクターは全員魔法

学位０で始まる。魔法学位０のキャラクタ

ーは毎朝その日に使用したいスペルを決め

なければならない。

魔法学位Ⅰを修得するためにキャラクタ

ーは１００以上のＭＰを保有していなけれ

ばならない。そして公平なＧＭとキャラク

ターと同じ魔法タイプの魔法学位Ⅱ以上を

持つキャラクターが作った試験を合格しな

ければならない。同じ魔法タイプの魔法学

位Ⅱ以上を持つキャラクターがいない場合

はＧＭにより試験のためのＮＰＣが用意さ

れる。魔法学位Ⅰを修得した後は、キャラ

クターは毎朝スペルを決める必要が無くな

る。さらに３０ＭＰまでスペルが修得でき

る。アーケイン魔法使いの称号はアデプト

だ。

魔法学位Ⅱを修得するためにキャラクタ

ーは３００以上のＭＰを保有していなけれ

ばならない。そして二人の公平なＧＭと同

じ魔法タイプの魔法学位Ⅲ以上を持つキャ

ラクターが作った試験を合格しなければな

らない。同じ魔法タイプの魔法学位Ⅲ以上

を持つキャラクターがいない場合はＧＭに

より試験のためのＮＰＣが用意される。魔

法学位Ⅱを修得した後にはアプレンティス

スペルを使用する際のＭＰを消費する必要

がなくなる。加えてアプレンティススペル

習得のために消費した経験点が利用可能と

なるが、アプレンティススペルを習得時に

得た保有ＭＰは消失しない。しかしこれよ

り後にアプレンティススペルを修得する場

合には経験点を払わなければならない。さ

らに５０ＭＰまでスペルが修得できる。ア

ーケイン魔法使いの称号はメイジだ。

魔法学位Ⅲを修得するためにキャラクタ

ーは６００以上のＭＰを保有していなけれ

ばならない。そして三人の公平なＧＭが作

った試験に合格しなければならない。魔法

学位Ⅲを修得した後には２０ＭＰ以下のス

ペルを使うときに、ＭＰを消費する必要は

なくなる。さらに、その時までに２０ＭＰ

以下のスペルの習得のために消費した経験

点が利用可能になるが、そのスペルを習得

時に得た保有ＭＰは消失しない。しかしこ

れより後に２０ＭＰ以下のスペルを修得す

る際には経験点を払わなければならない。

さらにすべてのスペルが修得できる。加え

て術者の意識がある限り、その術者はマイ

スター・プロテクションのスペルがかかっ
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ているかのように防御される。アーケイン

魔法使いの称号はアークメイジだ。

4.1.3 耐性スキル

【スペル耐性】は一つのスキルではなくて、

たくさんのスキルから成る。一つのスペル

に対して耐性を得るために、耐性を得たい

スペルの消費ＭＰ１０につき表記のコスト

を払わなければならない。耐性を修得して

いるスペルやそのスペルのかかっているア

イテム、擬似呪文能力は使用できなくなる。

ステップのあるスペルであれば、修得した

ステップに対してのみ耐性を持っている。

そのスペルと同様の効果を持つポーション

や錬金術アイテムに対しては耐性がない。

【精神力】はステップが４つある。第一ス

テップで、キャラクターは幻術のスペルに

対して耐性を得る。第二ステップで、幻術

の擬似呪文能力や魔法学位０と魔法学位Ⅰ

の幻術の儀式に対して耐性を得る。第三ス

テップで、モンスターと来訪者クリーチャ

ーの幻術や魔法学位２の幻術の儀式に対し

て耐性を得る。第四ステップで、すべての

幻術に対して耐性を得る。

【毒物耐性】はランクがある。毒物やポー

ションなどもランクがある。毒物やポーシ

ョンなどのランクがこのスキルのランク以

下であれば、キャラクターは耐性を持って

いる。例えば、毒物耐性のランクが３ラン

クであった場合、１・２・３ランクの毒物

に対して耐性を持っている。しかし負傷治

癒の薬のようなキャラクターに対して良い

影響を与えるポーションに対しても耐性を

持っている。

【魔法耐性】はステップが３つある。第一

ステップは３０ＭＰ以下のスペルに対して

耐性を持っている。第二ステップは５０Ｍ

Ｐ以下のスペルに対して耐性を持っている。

第三ステップはすべてのスペルと儀式に対

して耐性を持っている。しかしヒーリング

やマジック・アーマーのようなキャラクタ

ーに対して良い影響を与えるスペルに対し

ても耐性を持っている、さら、キャラクタ

ーは擬似呪文能力と魔法アイテムを使用で

きない。ただし永続的効果を持つ魔法アイ

テムは除く。

4.1.4 職業的スキル

【気絶打撃】は独立しているスキルだ。こ

れを修得しているキャラクターは小さい武

器で頭を攻撃するような演技をして（本当

に攻撃してはいけない）、ターゲットに

「気絶打撃」と宣言する。ターゲットは気

絶するが、負傷しない。これにより気絶し

たキャラクターは顔に水をかけられたり、

横っ面を引っぱたかれることで即座に起き

ることができる。気絶してから５分後には

自分で起きられるようになる。ターゲット

が戦闘中であったり、気絶打撃をしようと

していることに気がついていたり、兜をか

ぶっていたりする場合にはこのスキルを使

用することはできない。ただし催眠術など
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で気絶打撃を受け入れようとしている対象

には有効である。

【罠設置】はランクがある。これを修得し

ているキャラクターはトラップの作成と設

置ができる。設置するトラップのランクは

キャラクターの罠設置ランク以下でなけれ

ばならない。4.2.1 を参照。

【罠解除】はランクがある。これを修得し

ているキャラクターはスキルランク以下の

トラップを無力化できる。4.2.1 を参照せよ。

【暗殺術】はステップが８つある。これを

修得しているキャラクターは戦闘中ではな

く、暗殺術を使おうという意図が露見して

いないターゲットに対してこのスキルを使

用することができる。使用するキャラクタ

ーは小さいコアがない武器でターゲットの

首や胸、背中などに触れ（打ったり押した

りしてはいけない）、「暗殺」と宣言する。

ターゲットが事前に暗殺の企図を察知した

場合、暗殺術は失敗する。この場合、通常

のヒットとなる。暗殺術が成功した場合、

ステップの分だけ対象の防護点を減少させ

る。なお暗殺による攻撃では狂暴点は０と

して扱われる。この攻撃で負傷した場合、

ターゲットは即座に死亡する。

【着火術】は独立したスキルだ。これを修

得しているキャラクターは火をおこすこと

ができる。プレイヤーはライターを使って

も良い。

【医術】はステップが６つある。これを修

得しているキャラクターは他のキャラクタ

ーの治癒ができる。ステップが高いほど難

しい行為が可能となる。病気を治癒するこ

ともできる。４.６.Ａを参照。

【ポーション精製】はランクがある。ポー

ションを作る技術だ。ランクが上昇するた

びにキャラクターは新しいレシピを得る。

１０ランクに達すると専門を選ばなければ

ならない。４.２.２を参照せよ。

【毒物精製】はランクがある。これを修得

しているキャラクターはスキルランク以下

の毒物を作ることができる。4.2.3 を参照せ

よ。

【錬金術】はランクがあ

る。錬金術アイテム

を作る技術だ。ラン

クが上昇するたびにキ

ャラクターは新しい

レシピを得る。10

ランクに達する

と専門を選ばなけ

ればならない。

4.2.2 を参照せよ。

【暗号学】は

ランクがある。

これを修得している

キャラクターはラ

ンクに応じてＧ

Ｍから暗号化さ

れた文章やコン

ビネーション・

パズルに関する

《　22　》



ヒントをもらう。通常ＧＭはキャラクター

のランク一つにつき、暗号化された文章の

場合は文字の組み合わせを１つか２つ伝え

る。コンビネーション・パズルの場合は小

さなヒントを与える。

【薬草学】はランクがある。これを修得し

ているキャラクターはコンの初めにＧＭか

らコンに存在している薬草について情報を

いくつか与えられる。４.２.Ｄを参照せよ。

【追跡術】はランクがある。これを修得し

ているキャラクターはＧＭからＮＰＣの今

いる場所を教えてもらうことができるかも

しれない。

【伝承知識】はランクがある。これを修得

しているキャラクターはコンの初めにラン

ク一つにつき一つのストーリーに関する追

加情報を与えられる。しかし情報が正しく

ない場合もある。

【錠前知識】はランクがある。キャラクタ

ーは錠前を解除することと設置することが

できる。解除もしくは設置したい錠前のラ

ンクはこのスキルランク以下でなければな

らない。4.2.5 を参照せよ。

【甲冑製造】はステップが６つある。毎ス

テップは鎧を修復に必要な時間を短縮する。

しかし、このスキルがないキャラクターで

も鎧をメンテナンスすることはできる。

4.5.3 を参照。

【甲冑知識】はそれぞれ独立した４つのス

キルだ。甲冑製造で鎧を完璧に修復するた

めに必要とされる。４つのスキルは甲冑知

識(軽)・甲冑知識(中)・甲冑知識(重)・甲冑

知識(盾)だ。

4.1.5 スキルを演ずる

スキルを使用する際は映画のように演じ

た方が良い。たとえば甲冑製造のスキルな

らハンマーと金床で本当に鎧を修理してい

るような演技をする。錬金術ならいくつか

のフラスコとカラフルな液体を混ぜて、ラ

ンプの上で煮立てるというような演技をす

る。大切なことは他の人があなたのキャラ

クターが何をしようとしているかを理解す

ることができ、「おおっ！本当にやってい

るみたいだ！」と思わせることだ。できる

だけスキルをうまく演じよう。これもライ

ブＲＰＧの醍醐味の一つだ。

4.2   詳細なスキルの説明  

4.2.1 罠設置と解除

トラップの作成

罠設置のスキルで、キャラクターはトラ

ップを作成することができる。トラップに

はランクがあり、作成には１ランクにつき

１０分間が必要である。例えばランク５の

トラップを作成する場合は５０分が必要で

ある。　トラップはそれを設置するのにふ

さわしい物体だけに設置することができる。

大きいトラップはもちろん大きい物体にし

か設置できない。
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トラップの作成はＧＭに点検されなけれ

ばならない。作成後にトラップの効果を小

さな赤い紙に書き、ＧＭは確認済みと書い

て、テープでくっつける。その後でこれを

トラップに付ける。トラップはドアや容器

や箱などに設置する場合、この紙を中に

（ドアの陰に）付けても良い。そうすると

ドアや容器を開けた時にトラップの赤い紙

を見ることになる。トラップの中には音を

鳴らしたほうが良いものものもある。その

ようなトラップは糸で鈴を鳴らす。目印を

つけるほうが良いモノもある。一番良い目

印はトラップが発動した時だけ見える目印

だ。ＧＭや作成者は罠に引っかかった人に

トラップの効果を知らせる。

安全ために、いつも無害なトラップを作

らなければならない。

小型トラップ

バッグや小さい箱や錠前などのような小

さな容器に設置できる。小型トラップは驚

かせることはできるが、本当の驚異にはな

らない。

中型トラップ

大きい箱や家具や踏み段やドアの陰など

のような中型の物体に設置できる。中型の

トラップは他のキャラクターに傷を負わす

ことができる。

大型トラップ

屋外や空室、道、廊下、大きな門などに

設置できる。大きいトラップは死に至るよ

うな強烈な傷を負わすことができる。

テーブルⅩⅦ：トラップの効果

小型 中型 大型

ランク

１以上
アラート

アラート

ヒット 1

ニードル

生捕 1

ヒット 2

ランク

４以上
ニードル

生捕 1

ヒット 2

面積 1

生捕 2

ヒット 3

ランク

10 以上
ヒット 1

生捕 1

ガス

ヒット 3

切断

面積 2

生捕 3

ヒット 4

ランク

20 以上

ガス

ヒット 2

生捕 3

ヒット 4

面積 3

死亡

ヒット 5

トラップの効果

【アラート】罠に引っかかった人は大きい

な声で「アラート」を呼ばなければならな

い。

【ニードル】罠に引っかかった人に針が刺

さる。針は無害だが、トラップを作成する

人は針に毒を塗ることができる。罠に引っ

かかった人はその場合、毒物を受ける。

【ヒット〇】罠に引っかかった人は〇ヒッ

トを負う。罠に引っかかった体の部位の鎧

や防護点でこのダメージを減少させること

ができる。〇はヒットの数であり、ヒッ

ト４はヒットが４つある。

【生捕〇】トラップは罠に引っかかった人

を身動きがとれないようにする。生捕１で

はターゲットは３０分後に自分で振りほど
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くことができるが、助力者がいれば、５分

後に振りほどくことができる。生捕２では

ターゲットは自分で振りほどくことができ

ないが、助力者がいれば、１０分後に振り

ほどくことができる。生捕３で、助力者が

いれば、３０分後に振りほどくことができ

る。錠前知識がある人は生捕の効果を錠前

のように解除することができる。トラップ

のランクはこの場合は錠前のランクと同じ

である。

【面積〇】トラップは罠に引っかかった人

から数メートル以内の距離にいるすべての

キャラクターに〇ヒットを与える。面積１

では距離が３メートル以内でヒットが 1 つ

だ。面積２では距離が４メートル以内でヒ

ットが２つだ。面積３では距離が５メート

ル以内でヒットが３つだ。

【ガス】トラップを作成する人は毒ガスを

取り付ける。もちろん作成する人はそのガ

スを持っていなければならない。ガスは１

辺が２メートルの正立方体の範囲に効果が

ある。追加的の毒ガスひとつにつき、立方

体のすべての辺を１メートル拡張される。

例えば毒ガスを３つ使う場合は４メートル

立方の立方体の範囲となる

【切断】鎧の有無に関係なくトラップが罠

に引っかかったキャラクターの体の部位を

切断する。胴がトリガーとなった場合は

ＧＭがどの部位が切断されるか決定する。

【死亡】鎧の有無に関係なくトラップが罠

に引っかかったキャラクターを即座に死亡

させる。

トラップを無力化する

スキルがあれば、キャラクターはトラッ

プを無力化できる。トラップのランクにつ

き解除に必要な時間が異なる。トラップの

ランク一つにつき１分間が必要となる。キ

ャラクターの罠への注意が少しでもそれる

とトラップは発動してしまう。またＧＭの

罠解除の宣言をせずに罠解除を始めた場合

も罠は発動する。キャラクターが罠を解除

している間は、常にＧＭに監視してもらわ

なくてはならない。

罠解除を試みたキャラクターのスキルラ

ンクがトラップのランクに満たない場合、

トラップは発動する

トラップの作成者は自分のトラップをい

つも１分で解除できる。トラップの作成者

は思い通りにトラップを短時間で解除でき

る。もう一度設置し直す場合は１分で設置

できる。さらにトラップの作成者は他の人

にトラップを説明することができる。これ

には１分かかる。説明された人はトラップ

の解除に必要な時間が半分になる。

トラップを探す／見つける

罠設置と罠解除が出来るキャラクターは

不審に思う物体や所を調べることができる。

トラップがあっても、このことがトラップ
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を発動することにはならない。ＧＭは調べ

る際に、赤い紙を探す。トラップが存在し

た場合、ＧＭはキャラクターにトラップの

ランクを伝える。しかしその効果の情報は

知らせない。不審に思う物体や場所を調べ

るには１分かかる。

注意！見えない物体や場所は調べられな

い。さらに、トラップは多分ほかの物体で

隠されている。例えばキャラクターがドア

を調べている場合は、錠前に隠れたトラッ

プを見つけることはできない。

4.2.2 ポーション精製と錬金術

ポーション精製と錬金術は類似のスキル

だ。ポーション精製は様々なものを混ぜ合

わせ、体に有用なポーションを作る技術で、

ポーション精製者は不老不死の霊薬の精製

を最終目標にしている。錬金術はさまざま

な効果をもたらす錬金術アイテムを作る技

術で、錬金術者は賢者の石の作成を最終目

標にしている。両方ともスペルのような効

果を引き起こすことができるが、その効果

は魔法的ではないため、魔法耐性やスペル

耐性では無効化されない。しかし、毒物耐

性ではこの効果を無効化される。

ポーション精製と錬金術は魔法と似てい

るため、ポーション精製リストや錬金術リ

ストがある。しかし魔法と異なり、それぞ

れのレシピごとに修得する必要はない。ポ

ーション精製者と錬金術者はランクが上昇

するごと、新しいレシピをもらうことがで

きる。１０ランクからポーション精製者と

錬金術者は専門を選ばなければならない。

一度専門を選んだらそれを変更することや、

専門外のレシピをもらうことはできない。

ポーション精製と錬金術の方法

　作り方が２つある長期間保存の効くア

イテムを作るためには、作ろうとしている

アイテムのランク１につき１０分必要とな

る。例えばランク５のアイテムを作成する

には、５０分必要となる。作成されたアイ

テムは（使用されるまでか、）作成した日

から一年間後に効果がなくなる。

　長期間保存の効かないアイテムを作る

ためには、作ろうとしているアイテムのラ

ンク１につき２分必要となる。例えばラン

ク５のアイテムを作成するには、１０分必

要となる。作成されたアイテムは（使用さ

れるまでか、）次の日没か夜明けに効果が

なくなる。

作成のためには、それらしい道具が必要

となる。フラスコやシャーレ、色鮮やかな

粉末や液体などといった道具を使って、作

製工程を演じなければならない。なお作成

したポーションは水や食品用の着色料など

常に無害なモノで作らなければならない。

なお塗り薬用にスキンクリーム、錬金術ア

イテムに色鮮やかな粉末を使うことは問題

ない。錬金術で作ったファイアー・ボール

などを使うためには柔らかい球なども必要

となる。
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テーブルⅩⅧ：ポーション精製と錬金術のレシピリスト

ポーション精製 ランク 錬金術

毒物感知の薬 1 発火の石

病気感知の薬 2 発光の石

止血の薬 3 演出の石

狂暴化の薬１ 4 五感の飴玉

防御の薬１ 5 燃える石

痛み止めの薬 6 魔法武器の粉末

－ 7 －

防御の薬２ 8 覚醒の飴玉

－ 9 －

回復 増強 幻惑 専門 反魔法 火炎 暗黒

負傷治癒の薬１ 外皮の薬１ 狂暴化の薬２ 10 解呪の粉末１ 閃光の石 盲目の粉末

－ － － 11 － － －

傷無効化の薬 霊魂隠蔽の薬 記憶喪失の薬 12 鍵開けの粉末 火葬粉末 無声の粉末

－ － － 13 － － －

負傷治癒の薬２ 外皮の薬２ 友情の薬 14 魔法陣の粉末 爆弾１ 苦痛の粉末

－ － － 15 － － －

病気治癒の薬 マナ回復の薬１ 自白の薬１ 16 魔法防輪粉末 爆弾２ 硬直の粉末

－ － － 17 － － －

再生の薬 毒無効化の薬 自白の薬２ 18 解呪の粉末２ 火炎防壁の粉末 死の石

－ － － 19 － － －

四肢再生の薬 マナ回復の薬２ 洗脳の薬 20 解呪の粉末３ 火炎武器の粉末 石化の粉末
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ポーション精製効果リスト

【毒物感知の薬】は対象の額に塗って使用

する。対象が毒にかかっている場合、緑色

に変色する。センス・ポイズンと同じ効果。

　　道具：ポーション、緑色の液体

【病気感知の薬】は対象の額に塗って使用

する。対象が病気にかかっている場合、赤

色に変色する。センス・プラグと同じ効果。

　　道具：ポーション、赤色の液体

【止血の薬】は対象の負傷している部位に

塗って使用する。スタビライスと同じ効果。

　　道具： ポーション

【狂暴化の薬１】は飲んで使用する。バー

サーク１と同じ効果。　道具： ポーション

【防御の薬１】は飲んで使用する。マジッ

ク・プロテクション１と同じ効果。　道具：

 ポーション、青い紐

【痛み止めの薬】は飲んで使用する。飲ん

だ人は痛みを感じなくなる。この効果は移

動すると消える。　 道具： ポーション

【防御の薬２】は飲んで使用する。マジッ

ク・プロテクション２と同じ効果。　道具：

 ポーション、青い紐

【負傷治癒の薬１】は飲んで使用する。キ

ュアー・ウーンズと同じ効果。　　道具： 

ポーション

【傷無効化の薬】は対象の負傷している部

位に塗って使用する。ブレス・オブ・アイ

スと同じ効果。（ただし他の人を攻撃する

効果はない。）　　道具： ポーション

【負傷治癒の薬２】は飲んで使用する。キ

ュアー・ボデイと同じ効果。　　道具： ポ

ーション

【病気治癒の薬】は飲んで使用する。ニュ

トラライス・プラグと同じ効果。このポー

ションは１０ランクまでの病気に対して有

効。ポーション精製のランク１８以上なら

２０ランクまでの病気に対して有効となる。

ポーション精製のランク２０以上なら３０

ランクまでの病気に対して有効となる。 

道具： ポーション

【再生の薬】は飲んで使用する。リジェネ

レーションと同じ効果。　　道具： ポーシ

ョン

【四肢再生の薬】は飲んで使用する。リク

リエートと同じ効果。　　道具： ポーショ

ン

【外皮の薬１】は対象の肌に塗りこんで使

用する。ナチュラル・アーマー１と同じ効

果を得るが、防護点の再生はできない。 

道具：ポーション、青いひも

【霊魂隠蔽の薬】は飲んで使用する。アウ

ラ・コンシールと同じ効果。　　道具： ポ

ーション

【外皮の薬２】は対象の肌に塗りこんで使

用する。ナチュラル・アーマー２と同じ効

果を得るが、防護点の再生はできない。 

道具：ポーション、青いひも

【マナ回復の薬１】は飲んで使用する。保

有ＭＰの２５％を回復する。しかし、２５
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％以上を使用していない場合、保有ＭＰの

最大値まで回復する。起きてから寝るまで

に２回目に飲んだマナ回復の薬１やマナ回

復の薬２は効果がない。３回目を飲むと短

時間気絶をして保有ＭＰはその日に０にな

る。　　道具： ポーション

【毒無効化の薬】は飲んで使用する。ブレ

シング・オフ・ザ・スパイダーと同じ効果。

　　道具： ポーション

【マナ回復の薬２】は飲んで使用する。保

有ＭＰの５０％を回復する。しかし、５０

％以上を使用していない場合、保有ＭＰの

最大値まで回復する。起きてから寝るまで

に２回目に飲んだマナ回復の薬１やマナ回

復の薬２は効果がない。３回目を飲むと短

時間気絶をして保有ＭＰはその日に０にな

る。　　　道具： ポーション

【狂暴化の薬２】は飲んで使用する。バー

サーク２と同じ効果。　道具： ポーション

【記憶喪失の薬】は飲んで使用する。アム

ニシアと同じ効果。　道具： ポーション

【友情の剤】は飲んで使用する。フレンド

シップと同じ効果。　道具： ポーション

【自白の薬１】は飲んで使用する。ソール

・ミラーと同じ効果。　道具： ポーション

【自白の薬２】は飲んで使用する。トルー

スと同じ効果。　道具： ポーション

【洗脳の薬】は飲んで使用する。アサイン

メントと同じ効果。　道具： ポーション

　

錬金術効果リスト

【発火の石】の使用者は次の日没から夜明

けまで何回もスパークと同じ効果を使うこ

とができる。　道具： ライター／マッチ

【発光の石】の使用者はライトのスペルと

同じように懐中電灯を使うことができる。 

道具：ペン・ライト／小さい懐中電灯

【演出の石】の使用者はカントリップと同

じ効果を使うことができる。　道具：カン

トリップの物質

【五感の飴玉】は食べて使用する。リリー

フと同じ効果。　道具：飴玉

【燃える石】は対象に投げて使用する。フ

ァイアアローと同じ効果。コマンドは「錬

金術：ファイアアロー」だ。　道具：柔ら

かい球

【魔法武器の粉末】は武器に振りかけて使

用する。マジック・ウェッポン１と同じ効

果。　道具：粉末、赤いひも

【覚醒の飴玉】は食べて使用する。アウェ

ークと同じ効果。　道具：飴玉

　

【解呪の粉末１】は人や物体に振りかけて

使用する。人に対して使う場合は、粉末の

代わりに小さい布（ハンカチなど）を使用

すること。布はターゲットに当たれば効果

がある。リリース・マジックと同じ効果。

コマンドは「錬金術：リリース・マジッ

ク」だ。　道具：粉末／布
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【鍵開けの粉末】は鍵に振りかけて使用す

る。オーペン・ロクと同じ効果。　道具：

粉末

【魔法陣の粉末】は粉末で円陣を描いて使

用する。マジック・サークルと同じ効果。 

道具：赤い粉末

【解呪の粉末２】は人や物体に振りかけて

使用する。人に対して使う場合は、粉末の

代わりに小さい布（ハンカチなど）を使用

すること。布はターゲットに当たれば効果

がある。ディスペル・マジックと同じ効果。

コマンドは「錬金術：ディスペル・マジッ

ク」だ。　道具：粉末／布

【解呪の粉末３】は人や物体に振りかけて

使用する。人に対して使う場合は、粉末の

代わりに小さい布（ハンカチなど）を使用

すること。布はターゲットに当たれば効果

がある。デストロイと同じ効果。コマンド

は「錬金術：デストロイ」だ。　道具：粉

末／布

【閃光の石】の使用者はバーニング・アイ

スと同じ効果を得る。コマンドは「錬金術：

バーニング・アイス」だ。　道具：赤い光

のペン・ライト／小さい懐中電灯

【火葬粉末】は粉末を手に振りかけて使用

する。アシュ・ハンドと同じ効果。コマン

ドは「錬金術：アシュ・ハンド」だ。　道

具：粉末

【爆弾１】は対象に投げて使用する。ファ

イア・ボール１と同じ効果。コマンドは

「錬金術：ファイア・ボール１」だ。　道

具：柔らかい球

【爆弾２】は対象に投げて使用する。ファ

イア・ボール２と同じ効果。コマンドは

「錬金術：ファイア・ボール２」だ。　道

具：柔らかい球

【火炎防壁の粉末】は粉末で円陣を描いて

使用する。ファイア・シールドと同じ効果。

　道具：粉末

【火炎武器の粉末】はは武器に振りかけて

使用する。ファイア・ウェッポンと同じ効

果。　道具：粉末、３赤いひも、２黄色の

ひも／オレンジのひも

【盲目の粉末】は人に振りかけて使用する。

人に対して使用するので、粉末の代わりに

小さい布（ハンカチなど）を使用すること。

布はターゲットに当たれば効果がある。ブ

ラインドネス と同じ効果。コマンドは「錬

金術：ブラインドネス」だ。　道具：布

【無声の粉末】は人に振りかけて使用する。

人に対して使用するので、粉末の代わりに

小さい布（ハンカチなど）を使用すること。

布はターゲットに当たれば効果がある。サ

イレンスと同じ効果。コマンドは「錬金術：

サイレンス」だ。効果時間は５分だ。視程

線は必要ではない。　道具：布

【苦痛の粉末】は人に振りかけて使用する。

人に対して使用するので、粉末の代わりに

小さい布（ハンカチなど）を使用すること。

布はターゲットに当たれば効果がある。ペ
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インと同じ効果。コマンドは「錬金術：ペ

イン」だ。効果時間は５分だ。視程線は必

要ではない。　道具：布

【硬直の粉末】は対象に投げて使用する。

パラライスと同じ効果。コマンドは「錬金

術：パラライス」だ。　道具：柔らかい球

【死の石】は対象に投げて使用する。ダー

ク・アローと同じ効果。コマンドは「錬金

術：ダーク・アロー」だ。　道具：柔らか

い球

【石化の粉末】は人に振りかけて使用する。

人に対して使用するので、粉末の代わりに

小さい布（ハンカチなど）を使用すること。

布はターゲットに当たれば効果がある。ペ

トリファイと同じ効果。コマンドは「錬金

術：ペトリファイ」だ。　道具：布

4.2.3 毒物精製

このスキルでは毒物作ることだけでなく、

解毒薬を作ったり、体内にある毒の効果を

抑制させたりすることができる。そのほか

にも毒にかかっているキャラクターを１分

間調べることで影響を受けている毒のラン

クを特定することができる。さらに毒のラ

ンクを特定した後で、毒のランク１につき

1 分間調べることで毒の効果を特定するこ

ともできる。

　キャラクターは毒物精製を演じるため

の小道具が必要である（4.2.1 を参照せよ）。

解毒薬を作る

毒物と同じように解毒薬にもランクがあ

る。解毒薬のランクと毒物のランクを比べ

て、解毒剤のランクが毒物のランクを以上

であれば、毒物の効果を消すことができる。

毒物のランクのほうが高い場合、解毒薬は

効果がない。解毒薬を作るために、１ラン

クにつき１０分が必要である。二人で解毒

薬を作る場合は、制作期間が半分になる。

毒物の効果を抑制する

キャラクターは体内の毒の効果を抑制す

るためには患者に集中しなければならない。

スキルランクに１につき、キャラクターは

患者の毒物の効果を１０分間抑制できる。

その後、毒物は通常通りの効果を及ぼす。

一つの毒に対しては一度しか抑制できない。

一人が毒物を抑制した後で、他の人がもう

一度抑制することはできない。キャラクタ

ーが抑制している最中に、集中が途切れる

ようなことがあれば抑制は終了し、これ以

後抑制させることはできない。

毒物を作る

キャラクターはスキルランク以下のラン

クの毒物を作ることができる。毒物のラン

クは効果、潜伏期間、投与経路、持続時間

に関係する。毒物のランクはそれぞれの要

素のランクの合計だ。制作期間は毒物の１

ランクにつれて１０分だ。二人で毒物を作

る場合、制作期間が半分となる。
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毒物  効果  

効果が７つある。それぞれに潜伏期間と

徴候、持続時間が決まっている。

ランク 毒物効果

１ 吐気

２ 眠気

３ 硬直

４ 困惑

５ 虚脱

７ 昏睡

１０ 絶命

【吐気】の徴候で不快感と腹痛を覚える。

その後でターゲットは気分が悪くなり激し

い行動がとれなくなる。戦ったり、魔法を

唱えたりができなくなる。持続時間は３０

分だ。

【眠気】の徴候で疲労と眠気を感じる。そ

の後でターゲットは眠りに落ちる。持続時

間は１２時間だ。実際にプレイヤーが６時

間以上寝た場合も効果が消

える。

【硬直】の徴候で筋肉痛を

感じる。

その

後でターゲットは話すこと以外できなくな

る。持続時間は１時間だ。

【困惑】の徴候でたちくらみを感じる。そ

の後でターゲットは暴力的になったり、感

情がなくなったり、幻覚を見たり、記憶を

失ったりする。効果はＧＭが決定すること。

持続時間は１日だ。

【虚脱】の徴候で力が入らなくなりと痛み

を感じる。その後でターゲットは倒れて、

話すこと以外できなくなる。持続時間は１

日だ。

【昏睡】の徴候で力が入らなくなる。その

後でターゲットは気絶する。持続時間は１

日だ。

【絶命】の徴候で末期の苦しみを感じる。

その後でターゲットは死亡する。永遠の効

果のためら、持続時間はない。
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潜伏期間

通常、毒物は１０分後に徴候が現れ、１

時間後に効果が出始める。毒物を作る人は

潜伏期間を変えることができる。下の表に

従って潜伏期間を変更することができる。

効果は１日後に、徴候は１時間後に +2 ﾗﾝｸ

効果は１０分後に、徴候は１分後に +2 ﾗﾝｸ

効果は即時に、徴候はない +5 ﾗﾝｸ

投与経路

通常、毒物は経口で毒物を扱う人は毒物

を食べ物や飲み物に入れなければならない。

しかし毒物を作る人は投与経路を変えるこ

とができる。下の表に従って投与経路を変

更することができる。

毒武器（武器に塗布する） +3 ﾗﾝｸ

皮膚上投与（上皮の接触） +5 ﾗﾝｸ

吸入投与（ガスを吸う） +7 ﾗﾝｸ

毒武器は毒を塗った後の 1 回目の攻撃が

装甲点や魔法装甲点で防御されなければ、

体に入る。耐久点は毒武器を防御できない。

一度攻撃が当たると、毒は武器から消える。

そのため毒武器を使う前に、他の武器で対

象の装甲点や魔法装甲点を下げておいた方

がよい。その以外、矢に毒を塗るのも良い。

暗殺術でヒットを上げれば、装甲点や魔法

装甲点を下げられるため、毒が体に入りや

すく有効だ。

　ガスは、毒物から半径１メートルに効

果がある。

持続時間

通常、持続時間は効果に記載の長さであ

るが、毒物を作る人は持続時間を変更でき

る。下の表に従って持続時間を変更するこ

とができる。左右に 1欄動かすごとにラン

クが＋２される。例えば持続時間が３０分

の吐気の効果を１２時間にしたい場合は、

右に２欄動かすことになるのでランクが＋

４される。

絶命の毒物の持続時間は永遠のため、変

更できない。

30分 1時間 12時間 1日 1週間 永遠

4.2.4 薬草学

薬草は素早くある特定の効果をもたらす

ことができる。しかしポーションや錬金術

アイテムと比べてその効果は小さい。原則

として薬草はその効果をもらたすために特

別な準備や道具は必要ではない。（ただし

薬草を集めるためのひとそろいの手袋と小

さなナイフを持っていた方がスタイリッシ

ュではある。）しかし薬草学を修得してい

るキャラクターだけが自分自身や他人のた

めに薬草を使うことや摘むことが出来る。

ポーションや錬金術アイテムはすべての人

が使うことができるが薬草はそうではない。

薬草学を修得しているキャラクターでも効

用を知っている薬草しか摘んではならない

し、使用してはならない。
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すべてのオルガはコンにおいて二つある

システムのどちらかを選択する。

システム１：外で薬草を摘む

このシステムではＧＭは屋外に薬草のを

象徴するモノを隠す。その象徴は有機物で

微生物により分解されるモノが望ましい。

例えば薬草のシンボルを記入した紙を楊枝

に糊づけし、楊枝を地面に刺しておく。コ

ンの後でこれを回収するが、もし見落とし

があって残してしまった場合でも分解され

自然に悪影響を与える心配がないからだ。

もちろんＧＭは他に良い方法があれば、そ

れを使ってもかまわない。大切な点はＰＣ

が薬草を他のモノと見分けがつくようにす

ることだ。コンが２日以上にわたる場合は

薬草を１日に２回にわけて隠す方が良い。

そうすることで 1 時間後にすべての薬草が

ＰＣに見つけられてしまうことがなくなる

からだ。

このシステムではキャラクターはチェッ

ク・イン時に薬草リストの中から薬草を選

ぶ。各薬草には点数があり、キャラクター

の選ぶことのできる薬草の合計はキャラク

ターの薬草学ランクに等しい。ＧＭはキャ

ラクターに選んだ薬草のシンボルを教える。

その後で、キャラクターは教えられたシン

ボルの薬草を摘むことができる。ほかの薬

草を摘んではいけない。ゲーム上でキャラ

クターはこの薬草の効能を知らないため、

その薬草は有毒かもしれないからだ。その

ためキャラクターは知らない薬草を摘んで

はならない。それでも知らない薬草を摘ん

だＰＣがいれば、ＧＭはなにかしら制裁を

与えても良い。

薬草は常に一つのコンでのみ使うことが

できる。摘んだ薬草を次のコンに持ち越す

ことはできない。特別な場合のみ次のコン

に持ち越される。その場合にはその薬草を

魔法アイテムと同じように扱う。

コンのチェック・イン時にキャラクター

は薬草リストからいくつかの薬草を選択す

るが、できれば今までのコンで選択したの

と同じ薬草を選択するのが望ましい。今ま

で選択しなかった薬草を選択しても良いが、

その場合はもちろん今回選択しなかった薬

草は使えないし、摘むこともできない。

システム２：薬草をＧＭからもらう

このシステムは、屋内のコンで使うほう

が良い。チェック・インで、システム１と

同じようにリストから薬草を選ぶ。そして

キャラクターは選んだ薬草を即座に一つも

らう。もらった薬草をコンの中で使うこと

ができる。ある薬草を複数回使いたい場合

は、同じ薬草を複数回選ばなければならな

い。例えばある薬草を２回を使用したい場

合に、この薬草を２回選ばなければならな

い。コンが複数日にわたって行われる場合、

ＰＣはＧＭから毎日チェック・イン時に選

んだ薬草をもらう。

このシステムではシステム１より得られ
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る薬草は少し少ないが、摘む時間が必要な

い。さらに屋内のコンでは薬草を摘むのは

難しい。

薬草リスト

このリストに、例薬草が書いている。Ｏ

ＲＧＡはこれを使えるが、自分のリストを

作ることも出来る。

テーブルⅩⅨ：薬草リスト

薬草 点 使い方 効果

セリア 1 負傷に置く 「センス・プラグ」と同じ

バレスツェンティア 1 負傷に置く 「スタビライス」と同じ

レニリア 1 負傷に置く 「センス・ポイズン」と同じ

エクスタリア 2 食べる 「アウェーク」と同じ

サエビア 2 食べる 「バーサーク１」と同じ

ソルベリア 2 食べる 「リリーフ」と同じ

テゥテラ 3 湯薬みたい飲む 「マジック・プロテクションⅠ」と同じ

デゥラリア 3 包帯と負傷に置く 「ブレス・オフ・アイス」と同じ

ベリア 3 食べる 解毒薬２ランク

メデリア 3 包帯と負傷に置く 「キュアー・ウーンド」と同じ

ラビア 3 食べる 「バーサーク２」と同じ

アルマティア 4 湯薬みたい飲む 「マジック・アーマーⅠ」と同じが、回復ができない

サナリア 4 湯薬みたい飲む 「キュアー・ボディー」と同じ

フロリア 4 食べる 「バーサーク３」と同じ

ビサニタ 5 食べる 解毒薬４ランク

プレジディア 5 湯薬みたい飲む 「マジック・プロテクション２」と同じ

インサニア 6 食べる 「バーサーク４」と同じ

パラティア 6 湯薬みたい飲む 「マジック・アーマーⅡ」と同じが、回復ができない

ビセタリア 7 食べる 解毒薬６ランク

フィデア 7 湯薬みたい飲む 「マジック・プロテクション３」と同じ

レゲネリア 8 湯薬みたい飲む 「レジェネレーション」と同じ

アドベさリア 9 食べる 解毒薬８ランク

パトロニア 10 湯薬みたい飲む 「マジック・プロテクション４」と同じ

プロディア 11 食べる 解毒薬１０ランク
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4.2.5 錠前知識

このスキルで、キャラクターは鍵をピッ

キングすることができる。さらに、キャラ

クターは錠前を作ることができる。大切な

点として本物の錠前は使わないこと。ゲー

ムの中では錠前を黄色の小さい紙で表す。

紙に錠前のランクを書き、書いた側を内側

に追って糊付けする。そして錠前の大きさ

を紙の外側書く。最後にドアや容器に貼り

付ける。錠前にトラップがかかっている場

合は、トラップの赤い紙を黄色の紙の中に

入れる。すべての錠前にはＧＭのサインが

必要で、無い場合は無効となる。

錠前を作成

錠前を作成するには１ランクにつれて１

０分が必要である。錠前の大きさはドアや

容器によって異なり、小さい箱では大きい

な錠前を使用することはできない。しかし

大きいドアでは小さい錠前を使うことがで

きる。錠前を作る時に一つのかぎも作成す

る。合鍵を作りたい場合は鍵ひとつにつき

１０分かかる。

ランク以下 大きさ 例えば

1 極小 本の表紙

2 ごく小さい バッグ

3 小さい 木箱

5 中型 小さい箱

5 中型 板戸

10 大きい 強化な金箱

限らず 巨大 巨大な宝箱や門

錠前をピッキングする

ピッキングする時には常にＧＭへ連絡す

る必要がある。ＰＣはピッキングを始めた

ら、ＧＭは黄色の紙を開ける。トラップが

あった場合、その時にキャラクターは罠を

発動することになる（４.２.Ａを参照せよ）。

キャラクターはピッキングのために、錠前

の１ランクにつき１分間が必要である。ス

キルが足りない場合でも錠前をこじ開ける

ことができる。その場合には錠前の１ラン

クにつき１分間が必要であるが、助力者が

いる場合は、半分になる。しかし、錠前を

こじ開けることと中身は壊れてしまい、さ

らに罠を発動させることになる。

4.3   経験点（ＸＰ）  

長い期間、同じキャラクターを演じ続け

れば、そのキャラクターは成長する。冒険

や旅でキャラクターは様々なことを見聞し、

興味深い人に会い、経験を積む。その経験

は経験点で表現される。ＴＲＰＧと違う点

は、経験点はコンに参加した日数でもらえ

る。ＧＭはキャラクターが特別なモンスタ

ーと戦った場合はボーナス点を与えるかも

しれないが、それは本当に勇敢な行動を示

した時だけにすべきだ。キャラクターはコ

ンに参加した１日につき１０ＸＰをもらう。

そのため合計で２１日間コンに参加した場

合は、２１０ＸＰを与えられていることに

なる。さらにＧＭが与えられるボーナス点
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の最大値は 1日につき２ＸＰだ。キャラク

ターは経験点をコンのチェック・アウト時

にＸＰを受け取る。複数日にわたるコンの

場合も、コンの終了時にＸＰを受け取る。

コンの最中にＸＰを受け取ることはできな

い。

4.3.1 経験点の使い方

経験点でスキルを修得することができる。

スキルで新しいランクやステップなどを修

得するためにはスキル成長表に従い、経験

点を支払う。さらに経験点を魔法アイテム

の作成に使用することもできる。魔法のア

イテム作成には特別なスペルが必要となる

のに加えて、魔法学位が最低でも２なくて

はならない。自分がこの条件を満たしてい

ない場合は、自分の経験点を使用して、他

　　 の条件を満たしている魔

　　 法使いキャラクターに魔

　 法アイテムの作成を依頼

　　 することができる。（マ

ジック・アイテム

のスペル説明を

参照せよ）。

　リザ

レクション

したキャラク

ターはリザレ

クション時に

経験点を払わなければならない｡

4.3.2 スキルの修得

スキルを修得する際には自分のスキルの欄

を調べる。欄にはＡからＦがある。書いて

いるモノを使用するが、長所・短所や種族

の特質によりは欄の値が動くためそれを加

味する。それから修得したいスキルの行を

探し、キャラクターの該当する欄の列を参

照する。そこに書かれている値が、そのス

キルの修得に必要なＸＰである。例えば耐

久力Ⅰを修得したい場合、Ｄ欄のキャラク

ターは３９ＸＰを払わなければならない。

Ａ欄のキャラクターでは３０Ｘである。

　しかし新しいスキルの修得や成長する時

は、コンの時に勉強や練習を演じておいた

ほうが望ましい。錬金術を成長させたい場

合は自分よりも能力が高い錬金術師に教え

てもらうべきだ。新しいスキルの修得やス

キルの成長には、１ＸＰにつき１分ほどか

かるほうが良い。師匠がいない場合で独学

する場合は、１ＸＰにつれて２分ほどかか

る。ただコンのなかで修得や成長する機会

があった場合は特別な訓練をする必要はな

くスキルを修得出来る。例えば多くの戦闘

に参加した場合、耐久力Ⅰを修得出来る。

なお先生がいない場合もあるため、その

ような場合はＧＭに連絡し、ＮＰＣの師匠

を用意してもらうこともできる。
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テーブルⅩⅩ：スキル成長表

攻防スキル Ａ欄 Ｂ欄 Ｃ欄 Ｄ欄 Ｅ欄 Ｆ欄 修得方法

耐久力Ⅰ 30 33 36 39 42 45 ステップ

耐久力Ⅱ 50 55 60 65 70 75 ステップ

耐久力Ⅲ 70 77 84 91 98 105 ステップ

耐久力Ⅳ 100 110 120 130 140 150 ステップ

耐久力Ⅴ 200 220 240 260 280 300 ステップ

耐久力Ⅵ 300 330 360 390 420 450 ステップ

回復力Ⅰ 30 33 36 39 42 45 ステップ

回復力Ⅱ 50 55 60 65 70 75 ステップ

回復力Ⅲ 70 77 84 91 98 105 ステップ

回復力Ⅳ 100 110 120 130 140 150 ステップ

回復力Ⅴ 200 220 240 260 280 300 ステップ

狂暴力Ⅰ 20 22 24 26 28 30 ステップ

狂暴力Ⅱ 30 33 36 39 42 45 ステップ

狂暴力Ⅲ 50 55 60 65 70 75 ステップ

狂暴力Ⅳ 100 110 120 130 140 150 ステップ

武装魔法詠唱Ⅰ 20 22 24 26 28 30 ステップ

武装魔法詠唱Ⅱ 30 33 36 39 42 45 ステップ

武装魔法詠唱Ⅲ 40 44 48 52 56 60 ステップ

武装魔法詠唱Ⅳ 50 55 60 65 70 75 ステップ

武装魔法詠唱Ⅴ 60 66 72 78 84 90 ステップ

魔法スキル Ａ欄 Ｂ欄 Ｃ欄 Ｄ欄 Ｅ欄 Ｆ欄 修得方法

ｱﾌﾟﾚﾝﾃｨｽｽﾍﾟﾙ 5 6 7 8 9 10 ＸＰ／スペル

スペル 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／１０ＭＰ

擬似呪文能力 20 22 24 26 28 30 ＸＰ／ランク

魔法学位Ⅰ 20 22 24 26 28 30 ステップ

魔法学位Ⅱ 50 55 60 65 70 75 ステップ

魔法学位Ⅲ 100 110 120 130 140 150 ステップ

耐性スキル Ａ欄 Ｂ欄 Ｃ欄 Ｄ欄 Ｅ欄 Ｆ欄 修得方法

精神力Ⅰ 40 44 48 52 56 60 ステップ

精神力Ⅱ 50 55 60 65 70 75 ステップ

精神力Ⅲ 60 66 72 78 84 90 ステップ

精神力Ⅳ 70 77 84 91 98 105 ステップ

スペル耐性 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／１０ＭＰ

毒物耐性 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／ランク

魔法耐性Ⅰ 50 55 60 65 70 75 ステップ

魔法耐性Ⅱ 100 110 120 130 140 150 ステップ

魔法耐性Ⅲ 350 385 420 455 490 525 ステップ
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テーブルⅩⅩ：スキル成長表

職業的スキル Ａ欄 Ｂ欄 Ｃ欄 Ｄ欄 Ｅ欄 Ｆ欄 修得方法

気絶打撃 20 22 24 26 28 30 別のスキル

罠設置 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／ランク

罠解除 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／ランク

暗殺術Ⅰ 20 22 24 26 28 30 ステップ

暗殺術Ⅱ 30 33 36 39 42 45 ステップ

暗殺術Ⅲ 50 55 60 65 70 75 ステップ

暗殺術Ⅳ 50 55 60 65 70 75 ステップ

暗殺術Ⅴ 70 77 84 91 98 105 ステップ

暗殺術Ⅵ 80 88 96 104 112 120 ステップ

暗殺術Ⅶ 100 110 120 130 140 150 ステップ

暗殺術Ⅷ 200 220 240 260 280 300 ステップ

着火術 10 11 12 13 14 15 別のスキル

医術Ⅰ 10 11 12 13 14 15 ステップ

医術Ⅱ 20 22 24 26 28 30 ステップ

医術Ⅲ 30 33 36 39 42 45 ステップ

医術Ⅳ 40 44 48 52 56 60 ステップ

医術Ⅴ 50 55 60 65 70 75 ステップ

医術Ⅵ 60 66 72 78 84 90 ステップ

ポーション精製 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／ランク

毒物精製 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／ランク

錬金術 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／ランク

暗号学 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／ランク

薬草学 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／ランク

追跡術 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／ランク

伝承知識 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／ランク

錠前知識 10 11 12 13 14 15 ＸＰ／ランク

甲冑製造Ⅰ 10 11 12 13 14 15 ステップ

甲冑製造Ⅱ 20 22 24 26 28 30 ステップ

甲冑製造Ⅲ 30 33 36 39 42 45 ステップ

甲冑製造Ⅳ 40 44 48 52 56 60 ステップ

甲冑製造Ⅴ 50 55 60 65 70 75 ステップ

甲冑製造Ⅵ 60 66 72 78 84 90 ステップ

甲冑知識（軽） 20 22 24 26 28 30 別のスキル

甲冑知識（中） 20 22 24 26 28 30 別のスキル

甲冑知識（重） 20 22 24 26 28 30 別のスキル

甲冑知識（盾） 20 22 24 26 28 30 別のスキル
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4.4   戦闘ルール  

戦闘はファンタシー映画や小説の核とな

る要素だ。ライブＲＰＧにも、多くの戦い

がある。しかし安全の確保や円滑なシナリ

オの進行のためにルールが存在する。以下

の戦闘のルールを戦いに参加するためには

覚えなければならない。

4.4.1 安全ルール

参加者全員が以下に記載の安全ルールを

守れば、一見危険に見える戦闘も安全に行

うことができる。しかし無視すると危険で

ある。安全を確保するため常に自分の行為

や他の人の行為には注意を払ってください。

ライブＲＰＧの戦いはとても楽しいが、安

全には十分注意する必要がある。

常にＧＭに従いなさい！安全に関してＧＭ

は指示をすることがある。使用したい武器

や鎧はコンの初めのチェック・インの際に

つねにＧＭによって安全かどうか確認され

る必要がある。ＧＭに許されなかった武器

や鎧は使用してはいけない。さらに、これ

らの認められなかった武器や鎧は車の中の

ような他の人の手が届かない場所に保管し

なければなりません。そのような場所がな

い場合はＧＭに相談すべきである。他の人

が認められなかった武器を使用した場合、

持ち主にも責任がある。

確認済みのライブＲＰＧ用の武器のみ使用

可能！安全ルールに対応する武器だけを使

うことができる。通常は専門店で買うこと

ができるが、自分で作ることもできる。

（作り方が分らない人は作らないほうが良

い）。ライブＲＰＧの武器は中に「コア」

というグラスファイバーの棒がある。コア

の周囲に、「パディング」と言う（普通は

30-50kg／㎡の XLPEなどの平気孔な）発泡

材が付いている（２成分結合剤のほうが良

い）。発泡材の厚さはコアから５ミリ以上、

打面で１０ミリ以上。５０センチ以上の武

器では１０ミリ以上、 打面で２０ミリ以上

のほうが良い。コアの両端にはコアがパデ

ィングを貫通しないために、安定させる材

料が入っている。パディングの上にはラテ

ックスが塗布してある。一部にはラテック

スにほかの防護層が塗布してあるものもあ

る。この防護層は「ラテックス・ガン」

（べたべたになった後、ラテックスが溶け、

武器から武器にうつること）に対する防護

である。ラテックスがない武器もある。そ

の武器はダクト・テープで包んである。小

さい武器にはコアのないものもある。盾の

コアは木やプラスチックや厚い革を使うこ

とができる。金属のコアを使ってはいけな

い。盾もパディングが必要である。ほかの

武器（例えば竹刀／木刀）を使っても行け

ない。未確認の武器、許されなかった武器

を使う人は即座に退場すること。弓やクロ

スボウの牽引力は２８ lb以下でなければな

りません。ライブ RPG用に特別な矢が存在

する。この矢は矢先の代わりにダンパーが

ある。値段が普通の矢より高いが、安全の
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ために必要である。

折りに触れて自分で安全確認！ＧＭの確認

後に、みんなは自分で武器を定期的に確認

しなければなりません。戦いで消耗するた

め、戦いの後で確認してください。微妙な

場合は、ＧＭにもう一度確認してもらう必

要がある。

頭、手、股間は攻撃禁止！このような部位

に攻撃してはいけません。鎧がある場

合でも攻撃してはいけません。しかし、

安全ために、攻撃が失敗した場合

に備えて、戦う人は全員手袋を

はめたほうが良い。弓を使う

人はターゲットまでの距離

が短い場合、全力で使

うべきではない。２

メートル以下の距離

で、撃ってはならない。

突き刺し禁止！ライブＲＰ

Ｇの武器で、突き刺してはい

けません。通常のライブＲ

ＰＧ用の武器は突き刺す

ように作られていない。剣

先が壊れた場合とても危険だ。

力に注意！攻撃する時には力に気を付け

なければならりません。強く打ちすぎる

のは危ないので、攻撃の速度を落とすべき

である。戦いの際に鎧を付けていない人も

いるので注意する必要がある。

格闘禁止！ライブＲＰＧでの戦いの際は常

に武器を使用すること。殴ってはいけない。

触れるスペルもあるが、その際は触れるだ

けで押してはいけない。

自分の周りに注意！ほかの人や障害物や自

然の危険など注意しなければいけません。

他の人がそうなりそうなら知らせるべきで

ある。敵が坂から落ちたときは、おそらく

キャラクターにとってはうれいいが、敵役

のＮＰＣは嬉しくない。

4.4.2 武器と武器の制限

武器は沢山あり、武器ごとの特別

なルールはないが、長さのルー

ルがある。１１０センチの武

器は片手武器である。

片手武器を２つ使用し

たい場合、右手の武器

は１００センチ以下、

左手の武器は８０センチ

以下である必要がある。

左利きの場合は逆となる。

　１３０センチ以下の武器は、

片手で使うことができるが、も

う一方の手も時々使わなけれ

ばならないため、ほかの物や武器、盾な

どを持つことはできない。

　２００センチ以下の武器は常に両手

で使わなければならない。これより長い武

器を使うためには、毎コンの前に、ＧＭに

認められる必要がある。認められない場合、

その武器を使ってはいけない。
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4.4.3 ヒット、直撃、負傷

ルールで防護点やキャラクターの健康状

態ために、武器やスペルのヒットのタイプ

が三つある。ヒットは通常の武器やファイ

ア・アローといったスペルの攻撃だ。ヒッ

トはいかなる種類の防護点によっても防御

される。直撃はたいていファイア・ウェポ

ンのようなスペルがかけられた武器の攻撃

や、弓やクロスボウからの攻撃で引き起こ

される。直撃は装甲点や魔法装甲点では防

御できない。負傷はヒットや直撃に対して

防護点が残っていなかった時に引き起こさ

れる。負傷はスペルや医術で治療されなけ

ればならない。スペル名の中に‘ダーク’

が含まれるスペルやダーク・ウェポンのス

ペルがかかっている武器での攻撃ではすべ

ての防護点は無視され（祝福点は例外）、

攻撃の当たった部位は負傷する。

4.4.4 防護点

防護点で、キャラクターは敵の攻撃を防

御する。防護点には６つの種類がある。防

護点はヒットに順々で防衛する。

【祝福点（BLESSING POINTS）】は神の防護だ。

常に祝福点の最大値は１点だ。祝福点があ

れば、次のヒットや攻撃的な魔法のスペル

を防御する。負傷や直撃のヒットも防御で

きる。

【物理装甲点（PHYSICAL ARMOUR POINTS）】は鎧

の効果だ。各鎧の部分から物理装甲点をも

らう。通常のヒットを与える攻撃は防御で

きるが、直撃や負傷を与える攻撃は防御で

きない。攻撃が鎧のない部位に当たった場

合も装甲点で防御できない。４.５.を参照

せよ。

【魔法装甲点（MAGIC ARMOUR POINTS）】はマ

ジック・アーマーやマジック・プロテク

ションの効果だ。スペルや錬金術などで得

ることができる。魔法装甲点は一つの効果

からのみ得られ、重ねがけはできない。例

えばキャラクターがスペルで１魔法装甲点

を得ている状態で、新たにスペルで２魔法

装甲点を得る場合、加算はされずに後で得

た２魔法装甲点のみが有効となる。なお魔

法装甲点は通常の鎧と併有できない。魔法

装甲点を得ている状態で鎧を着ると、魔法

装甲点は消滅する。鎧を着ている状態で魔

法装甲点を得るためのスペルを唱えても、

テーブルⅩⅩⅠ：防護点の順々

防護点タイプ 順々 通常のヒット 直撃 負傷

祝福点 第一 ① ① ①

(魔法)装甲点 第二 ② × ×

自然装甲点 第三 ③ × ×

耐久点 第四 ④ ② ×

狂暴点 第五 ⑤ ③ ②
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そのスペルは失敗する。魔法装甲点では直

撃や負傷を与える攻撃は防衛できない。

【自然装甲点（NATURAL ARMOUR POINTS）】は動

物やモンスターの革や鱗などだ。鎧や魔法

鎧と併有できる。自然装甲点では直撃や負

傷を与える攻撃は防御できない。

【耐久点（TOUGHNESS POINTS）】は耐久力のス

キルで得られる防護点だ。通常のヒットと

直撃を防御できる。使われた耐久点は１５

分の休憩後に回復する。毒が塗られた武器

の攻撃は防御できるが、毒は体に入ってし

まう。

【狂暴点（BERSERK POINTS）】はスペルや狂暴

力のスキルで得られる防護点だ。狂暴点を

使用するにはキャラクターが狂暴状態に入

っていなければならない。狂暴状態時では

逃げることはできない。スペルで狂暴点を

得たキャラクターは即座に狂暴状態に入る。

狂暴力スキルを持つキャラクターは攻撃さ

れた後に狂暴状態に入ることができる。狂

暴状態は野獣のような戦闘スタイルのため

プレイヤーはそのように演じるのが望まし

い。

　狂暴状態時の狂暴点は、すべての攻撃を

防御できる。しかし、狂暴点を使い切った

ら通常通り負傷する。戦闘後、狂暴点を使

用した部位は負傷する。そのため狂暴点を

使用するキャラクターは戦闘後にたいてい

気絶する。次の戦いの際には狂暴力スキル

で得られる狂暴点はすべて回復する。スペ

ルやポーションから得た狂暴点は回復でき

ない。金属鎧を着ている状態で狂暴点を使

用することはできない。

4.5   鎧ルール  

防護点を得る方法の中で鎧はもっとも簡

単な方法だ。直撃や負傷の攻撃には弱いが、

多くの防護点を得ることが可能である。

ライブＲＰＧでは本当の鎧だけが装甲点

（ARMOUR POINTS）得ることができる。プラス

ティックやほかの現代的な材料ではいけま

せん。鎧は着ている部位だけ防御すること

ができる。そのためキャラクターは上半身

だけ鎧を来ている場合は、足に当たった攻

撃は防御できない。

魔法使いキャラクターも鎧を着ることが

できるが、金属鎧は魔法の詠唱を妨害する

ため、装備中にはスペルを使用できない。

しかし擬似呪文能力は使用可能。武装魔法

詠唱のスキルを持っている場合は金属鎧を

着ていてもスペルを使用できる。

鎧には沢山の種類がある。ライブＲＰＧ

では７種類に分けられる。

【クロース・アーマー】は布やなめし革な

どで作った鎧だ。厚い布を何枚も重ねて裁

縫した鎧だ。専門用語ではギャンベソン。

【レザー・アーマー】は厚い革で作った鎧

だ。普通の革ジャンはレザー・アーマーで

はない。

【強化レザー・アーマー】は強化のため金

具を付けたレザー・アーマーだ。金具の直
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径が２センチ以上で、金具の間隔が３セン

チ以下なら、強化レザー・アーマーだ。

【軽チェインメイル】はチェインメイルで

す。軽チェインメイルのリングの内径は９

ミリ以上。さらに、アルミで作ったチェイ

ンメイルはすべて軽チェインメイルとなる。

【重チェインメイル】はチェインメイルで

す。重チェインメイルのリングの内径は８

ミリ以下。さらに、アルミで作られておら

ず、リベットで止められたリングのチェイ

ンメイルはすべて重チェインメイルとなる。

【スケイルメイル】は革や厚い布に固定し

た小さい板金や金属の鱗で作った鎧です。

金属のラメラーアーマーやブリガンダイン

やスプリント・アーマーなどもこの種類と

なる。

【プレートアーマー】はすべてが金属板の

鎧だ。

4.5.1 装甲点

体を装甲点を数えるために５部位に分け

て考える：胴体、左腕、右腕、左脚、右脚。

鎧がその部位を覆っている割合に応じて装

甲点を得る。各部位の装甲点を合計し、

キャラクターの装甲点数を算出する。少数

点以下は切り下げる。

チェック・イン時に

ＧＭは各部位の装甲

点を数えアー

マー・シート

に記入

する。

テーブルⅩⅩⅡ：装甲点

アーマータイプ
覆っている体の割合に応じた装甲点

約５０％ 約７５％ 約１００％

クロース・アーマー ０.２５装甲点 ０.２５装甲点 ０.５０装甲点

レザー・アーマー ０.５０装甲点 ０.７５装甲点 １.００装甲点

強化レザー・アーマー ０.７５装甲点 １.００装甲点 １.５０装甲点

軽チェインメイル ０.７５装甲点 １.２５装甲点 １.５０装甲点

重チェインメイル １.００装甲点 １.５０装甲点 ２.００装甲点

スケイルメイル １.２５装甲点 ２.００装甲点 ２.５０装甲点

プレートアーマー １.５０装甲点 ２.２５装甲点 ３.００装甲点

ボーナス・アーマー ボーナス点 ボーナス・アーマー ボーナス点

革ヘルメット ０.５０装甲点 チェイングロブ ０.５０装甲点

メイル・コイフ １.００装甲点 ゴーントレット １.００装甲点

ヘルメット １.００装甲点

グレートヘルム １.５０装甲点
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テーブルⅩⅩⅢ：盾のヒット・ポイント

バックラー スモールシールド ラージシールド ヒーターシールド

≥ 40 cm ≥ 60 cm ≥ 100 cm ≥ 160 cm

ライトシールド １ＨＰ ３ＨＰ ５ＨＰ ７ＨＰ

へヴィシールド － ４ＨＰ ６ＨＰ ８ＨＰ

装甲点で攻撃を防御した場合、鎧は修復

される必要がある。装備していない鎧から

は装甲点は得られない。しかし、同じ部位

に同タイプの鎧をを二つ以上装備しても、

１つしか有効にならない。さらに兜や小手

といった特別な部位の鎧を装備している場

合、ボーナス点を得られる。

44ページの表で装甲点を算出でき

る。

4.5.2 盾

盾は多くの形や大きさがある。ラ

イブＲＰＧの盾はプラスチックや木

や厚い革で作る。プラスチックや厚

い革は軽いためライブＲＰＧではラ

イトシールドとして扱う。木の盾は

少し重いため、へヴィシールドとし

て扱う。ゲームではへヴィシールド

はライトシールドより安定する。安

定は盾のヒット・ポイントで表現す

る。さらに、盾の大きさもヒット・

ポイントに関係する。両手持ちの金

属の武器（１３１センチ以上）によ

る盾への攻撃では１ＨＰを引く。盾

に攻撃する人は力任せのようにみえ

る攻撃をしなければならない。もち

ろんこれは攻撃を演じるだけで、本

当に力任せに攻撃してはいけないが、

他の人に「本当にそのような力任せ

の攻撃をしたら盾が壊れる」を思わ

せる必要がある。そうすることで盾

を装備している人がその攻撃を盾を

目標にしたものであると認識するこ

とができる。これをしなかった攻撃

や小さい武器の攻撃はすべて盾で受

け流すことができる。

以下の表は盾のＨＰをあらわす。

スモールシールドは６０センチ以下

の大きさ、ラージシールドは１００

センチ以下の大きさ、ヒーターシー

ルドは１６０センチ以下の大きさだ。

４０センチ以下の大きさの盾はバッ

クラーで１ＨＰのみ持っており、木

で作られていてはならない。１６１

センチ以上の盾は安全ために使用で

きない。

4.5.3 鎧を修復する

必要な道具を持っていれば、鎧や

盾を修復することができる。クロー

スやレザーを直すためには針と糸が

必要。チェインメイルを直すために
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は、ペンチが二つ必要。スケイルメ

イルやプレートアーマーを直すため

には金槌と小さな金床（打面５セン

チＸ１０センチ以上）が必要。これは

最低限必要なものだけである。素晴

らしい道具や設備があれば、修復に

必要な時間が短くなる。チェインメ

イルのリングやリベット、小さい溶

鉱炉など。

すべての人は鎧の手入れができる

が、これはあくまでメンテナンス程

度だ。本当の修復のためにはそれぞ

れの甲冑知識のスキルが必要となる。

これがない場合は装甲点の半分まで

修復できる。甲冑知識（軽）はク

ロース～とレザー～と強化レザー・

アーマーのためのスキルだ。甲冑知

識（中）はチェインメイルのための

スキルだ。甲冑知識（重）はスケイ

ルメイルやプレートアーマーのため

のスキルだ。甲冑知識（盾）は盾の

ためのスキルだ。

甲冑製造のスキルを持っていれは

装甲点を１つ修復するための期間が

短くなる。盾のヒットポイントを修

復するのも装甲点と同じ期間だ。甲

冑製造のスキルを持っていない場合、

縫うことだけができる。

テーブルⅩⅩⅣ：装甲点を直す期間

１装甲点の修復期間 繕い 甲冑製造Ⅰ 甲冑製造Ⅱ 甲冑製造Ⅲ 甲冑製造Ⅳ 甲冑製造Ⅴ 甲冑製造Ⅵ

普通の装備 ３０分 ２５分 ２０分 １５分 １０分 ５分 ２.５分

先進の装備 ３０分 ２０分 １５分 １０分 ５分 ２.５分 ２分

4.6   治癒ルール  

ライブＲＰＧでの健康状態は体の

５部位の負傷のある／なしで表す。

攻撃が防護点で防御できない場合、

負傷する。体は胴体、左腕、右腕、

左脚、右脚の５部位に分けられる。

負傷した部位は使用できないことに

なる。負傷した部位をもう一度負傷

した場合、、キャラクターは気絶す

る。しかし胴体を負傷した場合は直

ちに気絶する。気絶したキャラク

ターは負傷を全て治癒されるまで、

起き上がることができない。

4.6.1 負傷の治癒

負傷はスペルやポーション、医術

などで治療できる。回復力を持って

いれば長期間にわたるコンの場合は

自己治癒で負傷を治癒することがで

き、コンの終了時に残っている負傷

は次のコンには持ち越されない。

スペルやポーションや医術などで

治療を受けた人は治療の５分後に、

気絶していた場合は起きあがり、軽
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い動きできるまで回復する。負傷の

治癒が完了するまでに激しい運動

（例：戦う、重いモノを持ち上げる、

走るなど）をした場合、治癒は中断

されて、負傷が治療前の状態に戻る。

この場合にはもう一度治療をやり直

さなければならない。負傷がすべて

治癒した後に、激し運動をすること

ができる。

治癒する方法は三つある。以下に

説明する。

【医術】で１つの負傷部位を消毒し、

治療し、包帯を巻くことには２分以

上の時間が必要となる。１つの部位

で負傷が２つ以上ある場合は、その

部位の負傷をすべて治療して、包帯

を巻くことには５分以上の時間が必

要となる。医術のスキルを持ってい

るキャラクターによる補佐がある場

合はこの時間が半分になる。

負傷部位に包帯が巻かれた終

わった後に治癒は始まる。

治癒期間は医術のス

テップによって異なる。

医術Ⅱから医術Ⅵ

までで時間が短く

なる回復力のスキル

を持っている場合

も治癒時間は短くなる。

医術Ⅰは消毒と補助と止

血のみが可能である。

医術を使うには消毒のために綺麗

な水や小さい布が必要である。治療

や包帯を巻くために、包帯と医療器

具（最初は針とピンセットがあれば

十分）も必要である。

切断した部位は医術Ⅴ、医術Ⅵか

ら治療できる。これには１５分間か

かる。さらに、切断した部位や医術

の先進装備が必要。しかも治療は切

断した時から１５分以内に始められ

なければならない。

【スペルなどの効果】により短時間

で傷を治癒することができるが、傷

は事前に消毒され

なければ、壊疽が

起こる（ライブＲ

ＰＧでプラグのス

ペル効果のような病

気）。

傷一
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つを消毒するには３０秒が必要であ

る。消毒しなかった場合、ＧＭに知

らせてください。スペルなどした後

に、治癒は１０分かかる。

切断した部位はリークリエートの

効果で回復できる。　

【自己治癒】は通常、夜間に６時間

以上寝れば負傷はすべて治癒される。

回復力のスキルを持っているた場合、

その時間が短くなる。傷が治癒する

前に消毒されていなければ、壊疽が

起こる（ＧＭに知らせてください）。

切断した部位は回復力ⅣやⅤが

あった場合に、治癒できる。回復力

Ⅳで、６時間が必要である。回復力

Ⅴで、３時間が必要である。回復力

ⅣやⅤがあれば、コンの終わりに回

復しなかった部位は次のコンまでに

回復できる。

テーブルⅩⅩⅤ：治癒期間

医術Ⅰ 医術Ⅱ 医術Ⅲ 医術Ⅳ 医術Ⅴ 医術Ⅵ 自己癒 癒効果

普通期間 － ３時間 ２時間 1時間 ３０分 １５分 ６時間寝

１０分

回復力Ⅰ － ３時間 ２時間 1時間 ３０分 １５分 ６時間寝

回復力Ⅱ － ２時間 １.5時間 1時間 ２５分 １０分 ３時間

回復力Ⅲ － １時間 １時間 ４５分 ２０分 １０分 １時間

回復力Ⅳ － ３０分 ３０分 ３０分 １５分 ５分 ３０分

回復力Ⅴ － １５分 １５分 １５分 １０分 ５分 １５分

4.6.2 キャラクターの死亡

キャラクターが死んでいた場合、

通常は復活できない。リザレクショ

ンのスペルだけがキャラクターを復

活させることができる。しかしリザ

レクションは難しく、失敗の可能性

もあるため他のキャラクターを殺す

ことはよく考えたほうが良い。

キャラクターの死因には三つある：

【失血死】は、負傷で気絶した場合、

キャラクターは失血する。気絶した

時から、黙って１から５００まで数

える。５００まで数え終わるまでに、

誰も治療を始めなかった場合、失血

死する。治療者が傷をすべて治療し

終わえる前に治療をやめた場合は数

え続ける。

失血死した場合に、死亡した場所

で少し待ってからＧＭに知らせてく

ださい。　痛みに強いキャラクター

も気絶した時から失血する。

ほかのキャラクターは失血してい

るキャラクターを止血できる。止血

の効果や医術で止血した後に、失血

《　48　》



した人は数えるのをやめる。医術で、

これには３０秒かかる。それ以外に、

すべてのキャラクターは失血する

キャラクターを止血できるが、そう

している間は他のことをすることが

できない。

止血しているキャラクターを移動

させた場合、止血は中断される。こ

の場合に、失血しいるキャラクター

のプレイヤーはまた数え続けなけれ

ばならない。

【必殺の一撃】で、キャラクターは

ほかのキャラクターを殺すことがで

きる。ターゲットは動きがとれない

場合に（気絶や眠気など）、ター

ゲットの体を武器で触れて、「デ

ス・ストライク」と言う。

必殺の一撃をすることは大体 PCVSPC

で使っている。ＮＰＣはＧＭの納得

がなくて必殺の一撃を使ってはなら

ない。

【暗殺術や死の効果】でキャラクターは即

座に死亡する。暗殺術や罠設置、毒物精製

でこのことが可能である。デスタッチのス

ペルでも可能である。
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Ⅴ. 魔法

ファンタジーにはたいてい魔法が

登場するが、ライブＲＰＧで表現す

ることは少し難しい。実際に空を飛

ぶことはできないから、このような

スペルを使うことはできない。それ

でもライブＲＰＧではすべてのこと

を演じた方が良いため、表現を補助

する小道具を使用する。例えばファ

イア・ボールをイメージするには何

かボールを投げたほうが、何も投げ

ないよりもイメージするのが簡単に

なる。道具を使えば他の人もどんな

魔法が使われたのかを想像できるよ

うになる。

魔法使いの装備はファイターの装

備より値段が安いが、魔法を使うこ

とは少し難しい。スペルの使い方や

魔法のルールやスペルの呪文を勉強

しなければならない。しかし、魔法

を使うことはとても楽しい。良い魔

法使いになるのは良いファイターに

なるのと同じぐらい難しい。

大切な点は、ほかの人はおそらく

スペルについて詳しくないため、そ

のスペルの効果について魔法使いは

短い言葉で説明する必要がある。

5.1   魔法基本  

魔法には３種類ある：アーケイン

魔法、神聖魔法、自然魔法。ウィ

ザードやソーサラーやウォーロック

やエレメンタリストやバードは全員

アーケイン魔法使いだ。呪文の音声

や動作や物質の構成要素を使わなけ

ればならない。これを使わないと失

敗になる。クレリックやプリースト

やパラディンは神聖魔法使い。祈り

の音声や動作の構成要素を使わなけ

ればならない。物質の代わりに神の

ホーリー・シンボルがあるが、難し

いスペルでは時々物質を使わなけれ

ばならない。レンジャーとアニミス

トは自然魔法使いだ。使う構成要素

は神聖魔法使いと似ているが、ホー

リー・シンボルの代わりに呪物を使

う。自然魔法で祈りを使うが、神に

ではなくて、自然霊や妖精やトーテ

ム霊や四精霊などに援助を仰ぐ。

5.1.1 魔法説：八次元界説／メタ説

アーケイン魔法使いの中ではこの

理論が主流である。八次元界説によ

ると、ゲームの世界は心臓部の次元

界である。その周りに四大元素の次

元界がある。これら 4つの次元界が

すべてゲーム世界の次元界と交わっ

ているため、私たちの次元界には、

火、土、水、風がすべて存在する。
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ゲーム世界である心臓部の次元界に

は、常に４大元素が存在するが、例

えば火の次元界では火のみが存在す

る。心臓部の次元界と 4大元素の次

元界以外に闇の次元界と光の次元界

がある。その二つはゲーム世界の鏡

のようであるが、闇の次元界ではす

べてのことがゲーム世界の次元界よ

りも悪くなっている。光の次元界で

はすべてのことがゲーム世界の次元

界よりも良くなっている。この二つ

もゲーム世界に影響を与えている。

有名な来訪者は四大元素の次元界か

ら来たエレメンタル、闇の次元界か

ら来たデーモン、光の次元界から来

たエンジェルである。

しかし、アーケイン魔法使いに一

番大切な次元界は霊の次元界である。

霊の次元界はすべての次元界と交

わっている。霊の次元界によりすべ

ての次元界がゆるく結ばれている。

ゲーム世界である心臓部の次元界か

ら霊の次元界の存在を見ることはで

きないが確かに存在する。スペルを

唱えることは霊の次元界を操作する

ことである。動作と音声の構成要素

で、霊の次元界を操作できる。そう

することでスペルの効果が作り始め

られる。終わったら、スペルが目標

に発動される。最も簡単な発動方法

は接触だ。距離が遠くなるほど必要

な操作は大きくなる。必要な操作が

大きくなるほど、多くの集中も必要

となる。しかし、動作と音声だけで

霊の次元界を操作することはとても

難しいため物質を使う。魔法使いは

それに魔法を濃縮できるため集中は

少し簡単になる。しかし、金属鎧は

霊の次元界の操作を妨げる。

ウィザードやソーサラーは通常、

霊の次元界を直接操作する。エレメ

ンタリストは霊の次元界を用いて四

大元素の次元界のエネルギーを操作

する。これは直接、霊の次元界を操

作するより簡単だがそれほど強いス

ペルや複雑なスペルを習得できない。

ウォーロックも霊の次元界を直接操

作するが、しばしば闇の次元界も使

いながら、多くのエネルギーを得る。

しかしそうすればデーモンの注意を

引くことになる。バードは特殊で呪

文を使わずに歌と楽器を使用する。

　この理論はメタ説とも呼ばれる。

この理論ですべての魔法の種類を説

明できる。理論上、自然魔法使いは

自然の霊から魔法エネルギーを得る。

自然の霊はエレメンタリストのよう

に霊の次元界において四大元素の次

元界からエネルギーをもらう。神聖

魔法使いは光の次元界に住んでいる

神やエンジェルから魔法エネルギー

を得る。神聖魔法使いや自然魔法使
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いはこの理論を好まない。

5.1.2 魔法説：信仰の力

ライブＲＰＧの世界では神々は実

在し、その存在を否定すつ人は狂人

だとみなされる。神々はプリースト

やクレリック、パラディンといった

信徒たちを通じて世界に影響を与

える。神々は信徒たちの中から良

き行いをしている者たちを選

び、神への崇拝と信仰、

神の意志を実行に移すこ

とへの見返りとして彼らに

恩寵を与える。神の恩寵を

受けた者たちは祈りの言葉と

動作で神へ援助を仰ぐ。通常、

聖印を通じて神へ導かれる。

聖印を失くした場合、それ

を取り戻すか新しいものを

用意するまで魔法を唱え

ることはできない。

信徒たちには神自身

や神の使途によって特

別な義務と規則が与えられる。信徒

がこれを破った場合、神は恩寵を取

り上げるため信徒が罪を償うまで神

聖魔法を唱えることができなくなる。

5.1.3 魔法説：自然の力

ライブＲＰＧの世界にも本当の世

界と同じように沢山の動物や草木が

存在する。しかし、ライブＲＰＧの

世界ではそれだけでなくその中に魂

や妖精、霊、エレメンタルなど様々

なものが宿っている。彼らはそれぞ

れ独自のやり方で魔法を唱えること

ができる。自然魔法使いはかれらと

　コミュニケーションをとり、彼ら

　の力を借りる。彼らと意思疎通す

　るためにジェスチャーと呪物を使

　　　　　　　　用する。

　　　　　　　　自然の霊や妖精

　　　　　　　　の力を借り、森の

　　　　　　　　防衛をするアニミ

　　ストたちは　ドルイドと呼ばれ

　　　る。動物の霊の力を借りるア

　　　ニミストはシャーマンと呼ば

　　　　れる。

　　　　　　　　5.1.4 スペルを使う

　　　　　　スペルを使うことは

　　　　　　魔法種類によって大き

　　　　　　な違いはない。すべて

　　　　の魔法で音声や動作や物質

　　　　の構成要素が必要となる。

スペルを唱え始めた時にＭＰは消費

され、スペルに失敗したり、途中で

やめたりした場合でもＭＰは消費さ

れる。

【音声の構成要素】は、アーケイン

魔法使いでは呪文だ。バードは自分

で決めた歌を使う。神聖魔法使いや
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自然魔法使いは祈りの言葉を使う。

呪文はいつも５ＭＰにつれて言葉が

１つある。祈りの言葉で、１ＭＰに

つれて音節が最低５つ必要となる。

しかし祈りの際に数えることは難し

いため、これより長めにするべきで

ある。音声はいつも大きい声で明瞭

に話さなければならない。スペルの

目標となっている人に聞こえるよう

に話す必要がある。

【動作の構成要素】はジェスチャー

だ。スペルを唱える人は、その動き

をみんなに見えるように行わなけれ

ばならない。この動作には常に両手

が必要となる。物質の構成要素以外

のものを手に持っていてはいけない。

例外は、木製の魔法使いの杖と儀式

用のダガーのライブＲＰＧの武器だ。

【物質の構成要素】を使うことで他

人に自分のやろうとしていることを

イメージさせる。アーケイン魔法使

いは神聖魔法使いや自然魔法使いと

比べて多くの物質の構成要素を必要

とするが、神聖魔法使いはその代わ

りに聖印を、自然魔法使いは呪物を

必要とする。自然魔法使いの呪物は

自作したものでなくてはならない。

それぞれのスペルに必要な物質の構

成要素はスペルリストを参照するこ

と。

【集中】は本当の構成要素ではない

が、スペルを完成させるのに必要で

ある。スペルの準備中に、武器で攻

撃されたりした場合、集中が途切れ

る。鎧を着ていて傷を受けない場合

でも集中は途切れる。さらに、音声

や動作に失敗した場合、または物質

の構成要素を落とした場合にも集中

は途切れる。スペルの準備中に、ほ

かの激しい運動（走る、戦うなど）

をすると集中は途切れる。

5.1.5 スペルを修得する

スペルの修得は通常のスキルの修

得と似ている。最も良い方法はその

スペルを修得した人を探して、その

人に教えてもらうことだ。しかしお

そらく修得したいスペルを持ってい

る人はあまりいないため、そのよう

な場合はコンの前にＧＭに連絡する。

連絡をもらったＧＭはこのスペルを

修得しているＮＰＣやスペル・スク

ロールを準備することができる。教

える人がいない場合、書いてある説

明で修得できる。しかし、これは同

じ魔法種類で書かかれた説明だけで

ある。アーケイン魔法使いはアイデ

ンティファイ・マジックを使えるこ

とで呪文が書かれた魔道書やスク

ロールからスペルを修得できる。神

聖魔法使いは決められた礼拝式で、

スペルを修得できる。自然魔法使い
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は精霊からスペルを修得できる。

スペルを修得したらその内容をス

ペル・ブックに記入する。スペルの

ルールは覚えることが難しいため、

呪文や祈りの言葉、使用ＭＰや必要

な構成要素などを書いておくと便利

である。

5.1.6 儀式

時々、冒険を解決するために特別

なスペルが必要だが、誰も修得して

いなかったり、修得していてもＭＰ

を使い切ってしまっていたり、そも

そもそのようなスペルがルール上存

在しないような場合が起こりうる。

そのような場合は儀式を行う。

儀式はスペルのようであるが、時

間がかかる。さらに儀式はより難し

い。しかし、儀式を修得する必要は

ない。さらにスペルより効果が強い。

儀式には静かな場所が必要だ。儀

式でもスペルを唱える際に使うよう

な構成要素が必要となる。物質の構

成要素はスペルに必要な物質と儀式

用の設備だ。儀式用の設備は、魔法

陣やルーンの描かれた祭壇など儀式

場所の魔法的な装飾である場合が多

い。他にはそれに付随するろうそく

や４大元素の象徴やルーンの刻まれ

た石なども必要となる。

音声や動作の構成要素はさまざま

な儀式で呪文のようであるが、スペ

ルの呪文よりも複雑で長い。儀式は

実際に演じられなければならない。

儀式が成功するかどうかはＧＭが決

定する。素晴らしい儀式では大きな

効果が発動できるが、いいかげんな

儀式では効果が発動されないかもし

れない。儀式を行うの前にはＧＭに

連絡をする。ＧＭは本当に実現可能

であるかの情報を与えることもでき

る。さらにＧＭは成功に必要なＭＰ

や特別な構成要素の情報を与えても

良い

なお以下のスペルは儀式ではない

が、小儀式とでも呼べるようなスペ

ルである：サモン、デストロイ、リ

ザレクションなど。

5.2   魔法使いのクラスの特質  

魔法使いのクラスの中に、特別な

ルールがあるクラスもある。さらに、

クラスによってスペルリストは異な

る。一般魔法使いクラスは一般魔法

のスペルリストの中で選ばなければ

ならない。キャラクターはスペルリ

ストにないスペルを修得できない

（しかしスペルの擬似呪文能力はＦ

欄で修得できる）。

【ウィザード】は初めに、アプレン

ティススペルをすべて修得しなけれ

ばならない。すべてのアプレンティ
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ススペルを修得した時点で魔法学位

Ⅰを得る。その後、ウィザードはス

ペルリストの系統の一般魔法のスペ

ルをすべてと、ほかの系統の２０Ｍ

Ｐ以下のスペルを修得出来る。一般

魔法のスペルをすべて修得した時点

で、魔法学位Ⅱを得る。その後ウィ

ザードは系統を一つ選択する。選択

した系統のスペルをすべてと、ほか

の系統の３０ＭＰ以下のスペルを修

得できる。選択した系統のスペルを

すべて修得した時点で、魔法学位Ⅲ

を得る。その後で、もう一度系統を

選択する。選択した系統のスペルを

すべて修得できるようになるが、ほ

かの系統は３０ＭＰ以下のスペルの

みを修得できる。これをすべての系

統のスペルを修得するまで繰り返す。

魔法学位のスキルはＸＰを払わない。

ウィザードは強力なスペルを早く修

得できる。

【エレメンタリスト】のスペルリス

トが５つの分野に分かれている。１

つは一般分野であり、他は 4大元素

の分野である。エレメンタリストは 4

大元素の分野の中から一つを専門家

しても良い。そうした場合、専門化

した分野のスペルはスキル成長表で

一段階安くなる。しかし、反対の分

野のスペルは一段階高くなる。土と

風、火と水は反対の分野となる。専

門家しない場合、すべてのスペルを

同じ欄で選択する。

【バード】の音声の構成要素は歌だ。

物質の構成要素の代わりとして楽器

を使うことができる。楽器を使わず

に歌うだけの場合は、他のアーケイ

ン魔法使いと同様に物質の構成要素

を使わなければならない。歌はスペ

ルに関する内容が望ましい。１０Ｍ

Ｐにつき一節以上であるべきだ。

【アニミスト】は守護霊をコンの最

中に守護霊を呼び寄せようと試みる

ことができる。これをする際にはＧ

Ｍを呼び、静かな場所を探さなけれ

ばならない。そこでアニミストは瞑

想し、小さな儀式を行うことで精霊

を呼び出す。ＧＭはアニミストが精

霊から良い反応を得るための任務を

与える。その任務は 1回のコンだけ

では達成できなものとすべきである。

ＧＭはアニミストの守護霊の種類や

性格、任務、成否の判定方法など必

要な情報を紙に書き、それを隠して

おかなければならない。こうするで

次のコンでＧＭが他の人であった場

合も任務を継続することができる。

任務を達成できたときに精霊がアニ

ミストの守護霊になる。その際にア

ニミストはスペルリストの中から一

つの呪物分野を選択することができ

る。選択した呪物分野のスペルを使

《　55　》



用するときは、呪物を使用する必要

がなくなる。任務に失敗した場合で

も後で再度挑戦することができる。

一度守護霊を得たら、それ以降挑戦

することはできない。

【一般魔法使い】はキャラクターの

作成時にアーケイン魔法、神聖魔法、

自然魔法の中から一つを選択しなけ

ればならない。一度選択したら後で

変更することはできない。

【他のすべてのクラス】は特筆すべきこと

はない。
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5.3   スペルリスト  

5.3.1   ウィザード  

アプレ  ンティス  スペル     (Adeptus)  
キャントリップ 5 

スタビライス 5 

スパーク 5 

センス・カース 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

センス・マジック 5 

ライト 5

一般魔法   (Magus Minor)  
アストラル・サイト 10 

マジック・ウェポンⅠ 10 

アイデンティファイ・マジック 20 

アラート 20 

マジック・サーチュ 20 

リリース・マジック 20 

バインド・スペル 30 

マジック・ウェポンⅡ 30 

セカンド・サイト 40 

ディスペル・マジック 40 

エクソシズム 100

 クリエート・ゴーレム 100

メタ魔法     (Magus   Kal  )  
トランスファー・マジック 10 

オーラ・コンシール 20 

マジック・サークル 20 

アンチマジック・サークル 30 

アンチマジック・フィールド 30 

セキュアー・マジック 30 

マジック・シールド 30 

オーラ・ディスガイス 40 

スペル・イミュニティー 40 

マジック・アイテム 50 

オーラ・マスク 60 

デストロイ 60

薬用魔法     (Magus Medicam)  
トランスファー・ウーンド 10 

ムーブ・ウーンド 10 

リリーフ 10 

アイデンティファイ・プラグ 20 

アイデンティファイ・ポイズン 20 

アウェーク 20 

キュアー・ウーンド 20 

ブレス・オフ・アイス 20 

キュアー・ボディ 30 

ニュトラライス・プラグ 30 

ニュトラライス・ポイズン 30 

コース・ウーンド 40 

リクリエート 50 

リザレクション 100

幻術魔法     (Magus Anima)  
バーサークⅠ 10 

バーニング・アイス 10 

アムニジア 20 

コマンド 20 

サイレンス 20 

スリープ 20 

バーサークⅡ 20 

フィアー 20 

フレンドシップ 20 

ソウル・ミラー 30 

バーサークⅢ 30 

トルース 40 

バーサークⅣ 50 

アサインメント 100

闘争魔法     (Magus Galad)
ディスアーム 10 

ガスト・オフ・ウィンド 20 

ブラインドネス 20 

メンタル・ネール 20 

バインド 30 

メンタル・アロー 30 

キャッチ 40 

パラライズ 40 

ミラー・マジック 40 

ペトリファイ 50 

メンタル・ダガー 50 

ストーム 60

元素戦魔法     (Magus Elementum)  
アイス・アロー 10 

アイス・ハンド 10 

ファイア・アロー 10 

ファイア・ハンド 10 

ライトニング・アロー 10 

ライトニング・ハンド 10 

アイス・ボールⅠ 30 

ファイア・ボールⅠ 30 

ライトニング・ボールⅠ 30 

アイス・ボールⅡ 50 

ファイア・ボールⅡ 50 

ライトニング・ボールⅡ 50 

アイス・ウェポン 100 

ファイア・ウェポン 100 

ライトニング・ウェポン 100

防衛魔法     (Magus Sanctum)  
マジック・プロテクションⅠ 10 

マジック・プロテクションⅡ 20 

エネルギー・フィールド 30 

マジック・プロテクションⅢ 30 

レパルション 30 

エネルギー・ウォール 40 

マジック・プロテクションⅣ 40 

マジック・プロテクションⅤ 50 

マジック・プロテクションⅥ 60 

マイスター・プロテクション 100

守護魔法     (Magus Opprimo)  
マジック・アーマーⅠ 20 

マジック・アーマーⅡ 40 

マジック・アーマーⅢ 70

マジック・アーマーⅣ 100 

マジック・アーマーⅤ 150 

マジック・アーマーⅥ 200

黒魔法     (Magus Nex)  
トーク・ウィス・デト 20 

ゾンビー 30 

ダーク・ハンド 30 

ヂスペル・カース 30 

ペイン 30 

サモン・デーモン 40 

ダーク・アロー 40 

ダーク・ウェポン 40 

コマンド・デーモン 50 

デス・タッチ 100
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5.3.2   ソーサラー  

アプレンティススペル
キャントリップ 5 

スタビライス 5 

スパーク 5 

センス・カース 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

センス・マジック 5 

ライト 5

魔法学位      0      のスペル  
アイス・アロー 10 

アイス・ハンド 10 

アストラル・サイト 10 

ディスアーム 10 

トランスファー・ウーンド 10 

トランスファー・マジック 10 

バーサークⅠ 10 

バーニング・アイス 10 

ファイア・アロー 10 

ファイア・ハンド 10 

マジック・ウェポンⅠ 10 

マジック・プロテクションⅠ 10

ムーブ・ウーンド 10

ライトニング・アロー 10 

ライトニング・ハンド 10 

リリーフ 10

アイデンティファイ・プラグ 20 

アイデンティファイ・ポイズン 20 

アイデンティファイ・マジック 20 

アウェーク 20

オーラ・コンシール 20 

アムニジア 20 

アラート 20

ガスト・オフ・ウィンド 20 

キュアー・ウーンド 20

コマンド 20 

サイレンス 20 

スリープ 20 

トーク・ウィス・デト 20 

バーサークⅡ 20 

フィアー 20 

ブラインドネス 20 

ブレス・オフ・アイス 20 

フレンドシップ 20 

マジック・アーマーⅠ 20 

マジック・サークル 20 

マジック・サーチュ 20 

マジック・プロテクションⅡ  20

メンタル・ネール 20 

リリース・マジック 20 

魔法学位Ⅰのスペル
アイス・ボールⅠ 30 

アンチマジック・サークル 30

アンチマジック・フィールド 30 

エネルギー・フィールド 30 

キュアー・ボディ 30

セキュアー・マジック 30 

ソウル・ミラー 30 

ゾンビー 30 

ダーク・ハンド 30 

ヂスペル・カース 30 

ニュトラライス・プラグ 30 

ニュトラライス・ポイズン 30

バーサークⅢ 30 

バインド 30 

バインド・スペル 30

ファイア・ボールⅠ 30 

ペイン 30 

マジック・ウェポンⅡ 30 

マジック・シールド 30 

マジック・プロテクションⅢ 30

メンタル・アロー 30 

ライトニング・ボールⅠ 30 

レパルション 30 

魔法学位Ⅱのスペル
オーラ・ディスガイス 40 

エネルギー・ウォール 40 

キャッチ 40 

コース・ウーンド 40 

サモン・デーモン 40 

スペル・イミュニティー 40 

セカンド・サイト 40 

ダーク・アロー 40 

ダーク・ウェポン 40 

ディスペル・マジック 40 

トルース 40 

パラライズ 40 

マジック・アーマーⅡ 40 

マジック・プロテクションⅣ 40

ミラー・マジック 40 

アイス・ボールⅡ 50 

コマンド・デーモン 50 

バーサークⅣ 50 

ファイア・ボールⅡ 50 

ペトリファイ 50 

マジック・アイテム 50 

マジック・プロテクションⅤ 50

メンタル・ダガー 50 

ライトニング・ボールⅡ 50 

リクリエート 50 

魔法学位Ⅲのスペル
オーラ・マスク 60 

ストーム 60

デストロイ 60

マジック・プロテクションⅥ 60

マジック・アーマーⅢ 70 

 クリエート・ゴーレム 100

アイス・ウェポン 100 

アサインメント 100

エクソシズム 100

デス・タッチ 100

ファイア・ウェポン 100 

マイスター・プロテクション 100

マジック・アーマーⅣ 100 

ライトニング・ウェポン 100

リザレクション 100

マジック・アーマーⅤ 150 

マジック・アーマーⅥ 200

5.3.3   ウォーロック  

アプレンティススペル
キャントリップ 5 

スタビライス 5 

スパーク 5 

センス・カース 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

センス・マジック 5 

ライト 5

魔法学位      0      のスペル  
アイス・アロー 10 

アイス・ハンド 10 

アストラル・サイト 10 

ディスアーム 10 

トランスファー・ウーンド 10 

トランスファー・マジック 10 

バーサークⅠ 10 

バーニング・アイス 10 

ファイア・アロー 10 

ファイア・ハンド 10 

ペイン・コントロール 10

マジック・ウェポンⅠ 10 

マジック・バー 10
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マジック・プロテクションⅠ 10

ムーブ・ウーンド 10

リリーフ 10

アイデンティファイ・プラグ 20 

アイデンティファイ・ポイズン 20 

アイデンティファイ・マジック 20 

アウェーク 20

オーラ・コンシール 20 

アムニジア 20 

アラート 20

カース 20

ガスト・オフ・ウィンド 20 

キュアー・ウーンド 20

コマンド 20 

サイレンス 20 

スリープ 20 

トーク・ウィス・デト 20 

バーサークⅡ 20 

フィアー 20 

ブラインドネス 20 

ブレス・オフ・アイス 20 

フレンドシップ 20 

マジック・アーマーⅠ 20 

マジック・サークル 20 

マジック・サーチュ 20 

マジック・プロテクションⅡ  20

メンタル・ネール 20 

リリース・マジック 20 

魔法学位Ⅰのスペル
アイス・ボールⅠ 30 

アンチマジック・サークル 30

アンチマジック・フィールド 30 

エネルギー・フィールド 30 

オーペン・ロク 30

キュアー・ボディ 30

セキュアー・マジック 30 

ソウル・ミラー 30 

ゾンビー 30 

ダーク・ハンド 30 

ヂスペル・カース 30 

ニュトラライス・プラグ 30 

ニュトラライス・ポイズン 30

バーサークⅢ 30 

バインド 30 

バインド・スペル 30

ファイア・ボールⅠ 30 

プラグ 30 

ブレシング・オフ・ザ・スパイダー 30

ペイン 30 

マジック・ウェポンⅡ 30 

マジック・シールド 30 

マジック・プロテクションⅢ 30

マジック・ロク 30

メンタル・アロー 30 

レパルション 30 

魔法学位Ⅱのスペル
オーラ・ディスガイス 40 

エネルギー・ウォール 40 

キャッチ 40 

コース・ウーンド 40 

サモン・デーモン 40 

セカンド・サイト 40 

ダーク・アロー 40 

ダーク・ウェポン 40 

ディスペル・マジック 40 

トランスフォーム・マインド 40

トルース 40 

パラライズ 40 

マジック・アーマーⅡ 40 

マジック・プロテクションⅣ 40

ミラー・マジック 40 

レジェネレーション 40

アイス・ボールⅡ 50 

ヴォーデゥー 50 

エネルギー・サークル 50

コマンド・デーモン 50 

ディバイン・ウィズドム 50

バーサークⅣ 50 

ファイア・ボールⅡ 50 

ペトリファイ 50 

マジック・アイテム 50 

マジック・プロテクションⅤ 50

メンタル・ダガー 50 

リクリエート 50 

魔法学位Ⅲのスペル
オーラ・マスク 60 

ストーム 60

デストロイ 60

マジック・プロテクションⅥ 60

マジック・アーマーⅢ 70 

アイス・ウェポン 100 

アサインメント 100

エクソシズム 100

ディバイン・カース 100

デス・タッチ 100

ファイア・ウェポン 100 

マジック・アーマーⅣ 100 

リザレクション 100

マジック・アーマーⅤ 150 

マジック・アーマーⅥ 200

5.3.4   バード  

アプレンティススペル
キャントリップ 5 

スタビライス 5 

スパーク 5 

センス・カース 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

センス・マジック 5 

ライト 5

魔法学位      0      のスペル  
アストラル・サイト 10 

ディスアーム 10 

トランスファー・ウーンド 10 

トランスファー・マジック 10 

バーサークⅠ 10 

バーニング・アイス 10 

ペイン・コントロール 10

マジック・プロテクションⅠ 10

ムーブ・ウーンド 10

リリーフ 10

アイデンティファイ・マジック 20 

アウェーク 20

オーラ・コンシール 20 

アムニジア 20 

アラート 20

カース 20

ガスト・オフ・ウィンド 20 

キュアー・ウーンド 20

コマンド 20 

サイレンス 20 

スリープ 20 

トーク・ウィス・デト 20 

バーサークⅡ 20 

フィアー 20 

ブラインドネス 20 

フレンドシップ 20 

マジック・アーマーⅠ 20 

マジック・サークル 20 

マジック・サーチュ 20 

マジック・プロテクションⅡ 20

メンタル・ネール 20 

リリース・マジック 20 

魔法学位Ⅰのスペル
アンチマジック・サークル 30

アンチマジック・フィールド 30 

エネルギー・フィールド 30 

キュアー・ボディ 30

セキュアー・マジック 30 

ソウル・ミラー 30 
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ゾンビー 30 

ヂスペル・カース 30 

バーサークⅢ 30 

バインド・スペル 30

ペイン 30 

マジック・ウェポンⅡ 30 

マジック・プロテクションⅢ 30

レパルション 30 

魔法学位Ⅱのスペル
オーラ・ディスガイス 40 

エネルギー・ウォール 40 

サモン・デーモン 40 

セカンド・サイト 40 

ダーク・ウェポン 40 

ディスペル・マジック 40 

トランスフォーム・マインド 40

トルース 40 

マジック・アーマーⅡ 40 

マジック・プロテクションⅣ 40

ミラー・マジック 40 

レジェネレーション 40

ヴォーデゥー 50 

エネルギー・サークル 50

コマンド・デーモン 50 

バーサークⅣ 50 

マジック・アイテム 50 

マジック・プロテクションⅤ 50

リクリエート 50 

魔法学位Ⅲのスペル
オーラ・マスク 60 

デストロイ 60

マジック・プロテクションⅥ 60

マジック・アーマーⅢ 70 

アサインメント 100

ディバイン・カース 100

マジック・アーマーⅣ 100 

マジック・アーマーⅤ 150 

マジック・アーマーⅥ 200

5.3.5   エレメンタリスト  

一般分野
センス・カース 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

センス・マジック 5 

アストラル・サイト 10 

トランスファー・マジック 10 

アイデンティファイ・プラグ 20 

アイデンティファイ・ポイズン 20 

アイデンティファイ・マジック 20 

オーラ・コンシール 20 

セキュアー・マジック 30 

バインド・スペル 30 

オーラ・ディスガイス 40 

エレメンタル・ファバー 50 

サモン・エレメンタル 50 

マジック・アイテム 50 

オーラ・マスク 60 

エレメンタル・コントロール 70 

エクソシズム 100

火  元素のスペル  
スパーク 5 

ディスアーム 10 

バーサークⅠ 10 

バーニング・アイス 10 

ファイア・アロー 10 

ファイア・ハンド 10 

マジック・ウェポンⅠ 10 

カース 20 

バーサークⅡ 20 

リリース・マジック 20 

ダーク・ハンド 30 

バーサークⅢ 30 

ファイア・ボールⅠ 30 

ペイン 30 

マジック・ウェポンⅡ 30 

ダーク・アロー 40 

ダーク・ウェポン 40 

ディスペル・マジック 40 

バーサークⅣ 50 

ファイア・シールド 50 

ファイア・ボールⅡ 50 

デストロイ 60 

ディバイン・カース 100 

ファイア・ウェポン 100

水元素のスペル
スタビライス 5 

アイス・アロー 10 

アイス・ハンド 10 

トランスファー・ウーンド 10 

ムーブ・ウーンド 10 

リリーフ 10 

アウェーク 20 

キュアー・ウーンド 20 

ブレス・オフ・アイス 20 

マジック・サーチュ 20 

アイス・ボールⅠ 30 

キュアー・ボディ 30 

ニュトラライス・プラグ 30 

ニュトラライス・ポイズン 30 

ブレシング・オフ・ザ・スパイダー 30 

スペル・イミュニティー 40 

パラライズ 40 

ミラー・マジック 40 

レジェネレーション 40 

アイス・ボールⅡ 50 

リクリエート 50 

アイス・ウェポン 100 

リザレクション 100

土元素のスペル
キャントリップ 5 

ペイン・コントロール 10 

マジック・プロテクションⅠ 10 

アラート 20 

スリープ 20 

マジック・アーマーⅠ 20 

マジック・サークル 20 

マジック・プロテクションⅡ 20 

アンチマジック・サークル 30 

アンチマジック・フィールド 30 

エネルギー・フィールド 30 

マジック・シールド 30 

マジック・プロテクションⅢ 30 

エネルギー・ウォール 40 

マジック・アーマーⅡ 40 

マジック・プロテクションⅣ 40 

エネルギー・サークル 50 

ペトリファイ 50 

マジック・プロテクションⅤ 50 

マジック・プロテクションⅥ 60 

マジック・アーマーⅢ 70 

マジック・アーマーⅣ 100 

マジック・アーマーⅤ 150 

マジック・アーマーⅥ 200

風元素のスペル
ライト 5 

ライトニング・アロー 10 

ライトニング・ハンド 10 

アムニジア 20 

ガスト・オフ・ウィンド 20 

サイレンス 20 

ブラインドネス 20 

フレンドシップ 20 

メンタル・ネール 20 

ソウル・ミラー 30 

バインド 30 

メンタル・アロー 30 
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ライトニング・ボールⅠ 30 

レパルション 30 

キャッチ 40 

トランスフォーム・マインド 40 

トルース 40 

ヴォーデゥー 50 

メンタル・ダガー 50 

ライトニング・ボールⅡ 50 

ストーム 60 

アサインメント 100 

ライトニング・ウェポン 100

5.3.  6     プリースト  

アプレンティススペル
キャントリップ 5 

スタビライス 5 

スパーク 5 

センス・カース 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

センス・マジック 5 

ライト 5

魔法学位      0      のスペル  
アイス・アロー 10 

アイス・ハンド 10 

アストラル・サイト 10 

ディスアーム 10 

トランスファー・ウーンド 10 

バーニング・アイス 10 

ファイア・アロー 10 

ファイア・ハンド 10 

ペイン・コントロール 10 

マジック・ウェポンⅠ 10 

マジック・バー 10

マジック・プロテクションⅠ 10 

ムーブ・ウーンド 10 

ライトニング・アロー 10 

ライトニング・ハンド 10 

リリーフ 10 

アイデンティファイ・プラグ 20 

アイデンティファイ・ポイズン 20 

アイデンティファイ・マジック 20 

アウェーク 20 

アムニジア 20

アラート 20 

カース 20 

ガスト・オフ・ウィンド 20 

キュアー・ウーンド 20 

コマンド 20

サイレンス 20 

スリープ 20 

セークレト・ワーター 20 

トーク・ウィス・デト 20 

フィアー 20 

ブラインドネス 20 

ブレシングⅠ 20 

ブレス・オフ・アイス 20 

フレンドシップ 20 

マジック・アーマーⅠ 20 

マジック・サークル 20 

マジック・サーチュ 20 

マジック・プロテクションⅡ 20 

メンタル・ネール 20 

リリース・マジック 20

魔法学位Ⅰのスペル
アイス・ボールⅠ 30 

アシュ・ハンド 30 

アンチマジック・サークル 30 

アンチマジック・フィールド 30 

エネルギー・フィールド 30 

オーペン・ロク 30

キュアー・ボディ 30 

セークレト・グラウンド 30 

セキュアー・マジック 30 

ソウル・ミラー 30

ゾンビー 30 

ダーク・ハンド 30 

ヂスペル・カース 30 

ニュトラライス・プラグ 30 

ニュトラライス・ポイズン 30 

バインド 30 

ファイア・ボールⅠ 30 

プラグ 30 

ブレシングⅡ 30 

ペイン 30 

マジック・ウェポンⅡ 30 

マジック・シールド 30 

マジック・プロテクションⅢ 30 

マジック・ロク 30

メンタル・アロー 30 

ライトニング・ボールⅠ 30 

レパルション 30

魔法学位Ⅱのスペル
アシュ・ウェッポン 40 

アバター・ファバー 40 

エネルギー・ウォール 40 

キャッチ 40 

サモン・アバター 40 

スペル・イミュニティー 40 

セカンド・サイト 40 

ダーク・アロー 40 

ダーク・ウェポン 40 

ディスペル・マジック 40 

トルース 40

パラライズ 40 

マジック・アーマーⅡ 40 

マジック・プロテクションⅣ 40 

ミラー・マジック 40 

レジェネレーション 40 

アイス・ボールⅡ 50 

エネルギー・サークル 50 

ディバイン・ウィズドム 50 

ファイア・ボールⅡ 50 

ペトリファイ 50 

マジック・アイテム 50 

マジック・プロテクションⅤ 50 

メンタル・ダガー 50 

ライトニング・ボールⅡ 50 

リクリエート 50

魔法学位Ⅲのスペル
ストーム 60 

デストロイ 60 

マジック・プロテクションⅥ 60 

マジック・アーマーⅢ 70 

アイス・ウェポン 100 

アサインメント 100

エクソシズム 100 

ディバイン・カース 100 

デス・タッチ 100 

ファイア・ウェポン 100 

マイスター・プロテクション 100 

マジック・アーマーⅣ 100 

ライトニング・ウェポン 100 

リザレクション 100

マジック・アーマーⅤ 150 

マジック・アーマーⅥ 200
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5.3.  7     プクレリック  

アプレンティススペル
キャントリップ 5 

スタビライス 5 

スパーク 5 

センス・カース 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

センス・マジック 5 

ライト 5

魔法学位      0      のスペル  
アイス・アロー 10 

アイス・ハンド 10 

アストラル・サイト 10 

ディスアーム 10 

トランスファー・ウーンド 10 

バーサークⅠ 10 

バーニング・アイス 10 

ファイア・アロー 10 

ファイア・ハンド 10 

ペイン・コントロール 10 

マジック・ウェポンⅠ 10 

マジック・プロテクションⅠ 10 

ムーブ・ウーンド 10 

ライトニング・アロー 10 

ライトニング・ハンド 10 

リリーフ 10 

アイデンティファイ・プラグ 20 

アイデンティファイ・ポイズン 20 

アイデンティファイ・マジック 20 

アウェーク 20 

アラート 20 

カース 20 

ガスト・オフ・ウィンド 20 

キュアー・ウーンド 20 

サイレンス 20 

スリープ 20 

セークレト・ワーター 20 

トーク・ウィス・デト 20 

バーサークⅡ 20 

フィアー 20 

ブラインドネス 20 

ブレシングⅠ 20 

ブレス・オフ・アイス 20 

フレンドシップ 20 

マジック・アーマーⅠ 20 

マジック・サークル 20 

マジック・サーチュ 20 

マジック・プロテクションⅡ 20 

メンタル・ネール 20 

リリース・マジック 20

魔法学位Ⅰのスペル
アイス・ボールⅠ 30 

アシュ・ハンド 30 

アンチマジック・サークル 30 

アンチマジック・フィールド 30 

エネルギー・フィールド 30 

キュアー・ボディ 30 

セークレト・グラウンド 30 

セキュアー・マジック 30 

ゾンビー 30 

ダーク・ハンド 30 

ヂスペル・カース 30 

ニュトラライス・プラグ 30 

ニュトラライス・ポイズン 30 

バーサークⅢ 30 

バインド 30 

ファイア・ボールⅠ 30 

プラグ 30 

ブレシングⅡ 30 

ペイン 30 

マジック・ウェポンⅡ 30 

マジック・シールド 30 

マジック・プロテクションⅢ 30 

メンタル・アロー 30 

ライトニング・ボールⅠ 30 

レパルション 30

魔法学位Ⅱのスペル
アシュ・ウェッポン 40 

アバター・ファバー 40 

エネルギー・ウォール 40 

キャッチ 40 

コース・ウーンド 40 

サモン・アバター 40 

スペル・イミュニティー 40 

セカンド・サイト 40 

ダーク・アロー 40 

ダーク・ウェポン 40 

ディスペル・マジック 40 

パラライズ 40 

マジック・アーマーⅡ 40 

マジック・プロテクションⅣ 40 

ミラー・マジック 40 

レジェネレーション 40 

アイス・ボールⅡ 50 

エネルギー・サークル 50 

ディバイン・ウィズドム 50 

バーサークⅣ 50 

ファイア・シールド 50 

ファイア・ボールⅡ 50 

ペトリファイ 50 

マジック・アイテム 50 

マジック・プロテクションⅤ 50 

メンタル・ダガー 50 

ライトニング・ボールⅡ 50 

リクリエート 50

魔法学位Ⅲのスペル
ストーム 60 

デストロイ 60 

マジック・プロテクションⅥ 60 

マジック・アーマーⅢ 70 

アイス・ウェポン 100 

エクソシズム 100 

ディバイン・カース 100 

デス・タッチ 100 

ファイア・ウェポン 100 

マイスター・プロテクション 100 

マジック・アーマーⅣ 100 

ライトニング・ウェポン 100 

マジック・アーマーⅤ 150 

マジック・アーマーⅥ 200

5.3.  8     パラディン  

アプレンティススペル
キャントリップ 5 

スタビライス 5 

スパーク 5 

センス・カース 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

センス・マジック 5 

ライト 5

魔法学位      0      のスペル  
アイス・ハンド 10 

アストラル・サイト 10 

トランスファー・ウーンド 10 

バーニング・アイス 10 

ファイア・ハンド 10 

ペイン・コントロール 10 

マジック・ウェポンⅠ 10 

マジック・プロテクションⅠ 10 

ムーブ・ウーンド 10 

ライトニング・ハンド 10 
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リリーフ 10 

アイデンティファイ・プラグ 20 

アイデンティファイ・ポイズン 20 

アイデンティファイ・マジック 20 

アウェーク 20

キュアー・ウーンド 20 

コマンド 20 

セークレト・ワーター 20 

トーク・ウィス・デト 20 

ブレシングⅠ 20 

ブレス・オフ・アイス 20 

マジック・アーマーⅠ 20 

マジック・サークル 20 

マジック・プロテクションⅡ 20 

リリース・マジック 20

魔法学位Ⅰのスペル
アシュ・ハンド 30 

アンチマジック・サークル 30 

アンチマジック・フィールド 30 

エネルギー・フィールド 30 

キュアー・ボディ 30 

セークレト・グラウンド 30 

ソウル・ミラー 30 

ゾンビー 30 

ダーク・ハンド 30 

ヂスペル・カース 30 

ニュトラライス・プラグ 30 

ニュトラライス・ポイズン 30

ブレシングⅡ 30 

マジック・ウェポンⅡ 30 

マジック・シールド 30 

マジック・プロテクションⅢ 30

魔法学位Ⅱのスペル
アシュ・ウェッポン 40 

エネルギー・ウォール 40 

コース・ウーンド 40 

スペル・イミュニティー 40 

ダーク・ウェポン 40 

ディスペル・マジック 40 

トルース 40 

マジック・アーマーⅡ 40 

マジック・プロテクションⅣ 40 

ミラー・マジック 40 

レジェネレーション 40 

エネルギー・サークル 50 

ディバイン・ウィズドム 50 

ペトリファイ 50 

マジック・アイテム 50 

リクリエート 50

5.3.  9     アニミスト  

動物呪物のスペル
ディスアーム 10 

バーサークⅠ 10 

バーニング・アイス 10 

アウェーク 20 

コマンド 20 

スリープ 20 

バーサークⅡ 20 

ナチュラル・アーマーⅠ 30 

バーサークⅢ 30 

プラグ 30 

ペイン 30 

トランスフォーム・マインド 40 

パラライズ 40 

ヴォーデゥー 50 

バーサークⅣ 50 

ナチュラル・アーマーⅡ 60 

ナチュラル・アーマーⅢ 90 

ナチュラル・アーマーⅣ 120

草木呪物のスペル
スタビライス 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

リリーフ 10 

アイデンティファイ・プラグ 20 

アイデンティファイ・ポイズン 20 

インゴレーン 20 

キュアー・ウーンド 20 

キュアー・ボディ 30 

ニュトラライス・プラグ 30 

ニュトラライス・ポイズン 30 

セークレト・グラウンド 30 

キャッチ 40 

コース・ウーンド 40 

レジェネレーション 40 

リクリエート 50 

リザレクション 100

水流呪物のスペル
トランスファー・ウーンド 10 

ムーブ・ウーンド 10 

アムニジア 20 

カース 20 

セークレト・ワーター 20 

トーク・ウィス・デト 20 

マジック・サーチュ 20 

ブレシング・オフ・ザ・スパイダー 30 

セキュアー・マジック 30 

ソウル・ミラー 30 

ヂスペル・カース 30 

スペル・イミュニティー 40 

セカンド・サイト 40 

ミラー・マジック 40 

ディバイン・ウィズドム 50 

アサインメント 100 

ディバイン・カース 100

雷鳴呪物のスペル
キャントリップ 5 

スパーク 5 

ライト 5 

ライトニング・アロー 10 

ライトニング・ハンド 10 

アラート 20 

フィアー 20 

ブラインドネス 20 

リリース・マジック 20 

アンチマジック・サークル 30 

アンチマジック・フィールド 30 

ダーク・ハンド 30 

ライトニング・ボールⅠ 30 

エネルギー・ウォール 40 

ダーク・ウェポン 40 

ディスペル・マジック 40 

ライトニング・ボールⅡ 50 

デストロイ 60 

ライトニング・ウェポン 100

岩石呪物のスペル
ペイン・コントロール 10 

マジック・ウェポンⅠ 10 

マジック・プロテクションⅠ 10 

マジック・サークル 20 

マジック・プロテクションⅡ 20 

エネルギー・フィールド 30 

マジック・ウェポンⅡ 30 

マジック・シールド 30 

マジック・プロテクションⅢ 30 

マジック・プロテクションⅣ 40 

ペトリファイ 50 

マジック・プロテクションⅤ 50 

マジック・プロテクションⅥ 60 

エクソシズム 100

疾風呪物のスペル
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センス・カース 5 

センス・マジック 5 

アストラル・サイト 10 

アイデンティファイ・マジック 20 

オーラ・コンシール 20 

ガスト・オフ・ウィンド 20 

サイレンス 20 

ブレス・オフ・アイス 20 

バインド・スペル 30 

バインド 30 

メンタル・アロー 30 

レパルション 30 

オーラ・ディスガイス 40 

トルース 40 

マジック・アイテム 50 

メンタル・ダガー 50 

オーラ・マスク 60 

ストーム 60

5.3.  10     レンジャー  

動物呪物のスペル
ディスアーム 10 

バーサークⅠ 10 

バーニング・アイス 10 

アウェーク 20 

コマンド 20 

スリープ 20 

バーサークⅡ 20 

ナチュラル・アーマーⅠ 30 

バーサークⅢ 30 

ペイン 30 

トランスフォーム・マインド 40 

パラライズ 40 

バーサークⅣ 50 

草木呪物のスペル
スタビライス 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

リリーフ 10 

アイデンティファイ・プラグ 20 

アイデンティファイ・ポイズン 20 

インゴレーン 20 

キュアー・ウーンド 20 

キュアー・ボディ 30 

ニュトラライス・ポイズン 30 

セークレト・グラウンド 30 

キャッチ 40 

コース・ウーンド 40 

レジェネレーション 40 

リクリエート 50 

水流呪物のスペル
トランスファー・ウーンド 10 

ムーブ・ウーンド 10 

アムニジア 20 

カース 20 

セークレト・ワーター 20 

マジック・サーチュ 20 

ブレシング・オフ・ザ・スパイダー 30 

ヂスペル・カース 30 

スペル・イミュニティー 40 

セカンド・サイト 40 

ミラー・マジック 40 

雷鳴呪物のスペル
キャントリップ 5 

スパーク 5 

ライト 5 

ライトニング・アロー 10 

ライトニング・ハンド 10 

アラート 20 

フィアー 20 

ブラインドネス 20 

リリース・マジック 20 

アンチマジック・フィールド 30 

ダーク・ハンド 30 

ライトニング・ボールⅠ 30 

エネルギー・ウォール 40 

ダーク・ウェポン 40 

ディスペル・マジック 40 

ライトニング・ボールⅡ 50 

岩石呪物のスペル
ペイン・コントロール 10 

マジック・ウェポンⅠ 10 

マジック・プロテクションⅠ 10 

マジック・サークル 20 

マジック・プロテクションⅡ 20 

エネルギー・フィールド 30 

マジック・ウェポンⅡ 30 

マジック・シールド 30 

マジック・プロテクションⅢ 30 

マジック・プロテクションⅣ 40 

ペトリファイ 50 

マジック・プロテクションⅤ 50 

疾風呪物のスペル
センス・カース 5 

センス・マジック 5 

アストラル・サイト 10 

アイデンティファイ・マジック 20 

オーラ・コンシール 20 

ガスト・オフ・ウィンド 20 

サイレンス 20 

ブレス・オフ・アイス 20 

バインド 30 

メンタル・アロー 30 

レパルション 30 

オーラ・ディスガイス 40 

マジック・アイテム 50 

メンタル・ダガー 50 

5.3.  11     一般魔法：アーケイン  

アプレンティススペル
キャントリップ 5 

スタビライス 5 

スパーク 5 

センス・カース 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

センス・マジック 5 

ライト 5

魔法学位      0      のスペル  
アイス・アロー 10 

アイス・ハンド 10 

アストラル・サイト 10 

ディスアーム 10 

トランスファー・ウーンド 10 

トランスファー・マジック 10 

バーニング・アイス 10 

ファイア・アロー 10 

ファイア・ハンド 10 

マジック・ウェポンⅠ 10 

マジック・バー 10 

マジック・プロテクションⅠ 10 

ムーブ・ウーンド 10 

ライトニング・アロー 10 

ライトニング・ハンド 10 

リリーフ 10 

アイデンティファイ・ポイズン 20 

アイデンティファイ・マジック 20

アウェーク 20 
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オーラ・コンシール 20 

アムニジア 20 

アラート 20 

ガスト・オフ・ウィンド 20  

コマンド 20 

サイレンス 20 

トーク・ウィス・デト 20 

フィアー 20 

ブラインドネス 20 

フレンドシップ 20 

マジック・サーチュ 20 

マジック・プロテクションⅡ 20 

メンタル・ネール 20 

リリース・マジック 20

魔法学位Ⅰのスペル
アイス・ボールⅠ 30 

アンチマジック・フィールド 30 

エネルギー・フィールド 30 

オーペン・ロク 30 

ソウル・ミラー 30 

ゾンビー 30 

ダーク・ハンド 30 

ニュトラライス・ポイズン 30 

バインド・スペル 30 

ファイア・ボールⅠ 30 

ペイン 30 

マジック・シールド 30 

マジック・プロテクションⅢ 30 

マジック・ロク 30 

ライトニング・ボールⅠ 30

魔法学位Ⅱのスペル
オーラ・ディスガイス 40 

エネルギー・ウォール 40 

キャッチ 40 

スペル・イミュニティー 40 

ディスペル・マジック 40 

トルース 40 

マジック・プロテクションⅣ 40 

ミラー・マジック 40 

アイス・ボールⅡ 50 

エネルギー・サークル 50 

ファイア・ボールⅡ 50 

マジック・アイテム 50 

マジック・プロテクションⅤ 50 

ライトニング・ボールⅡ 50

5.3.  12     一般魔法：自然  

動物呪物のスペル
ディスアーム 10

バーサークⅠ 10 

バーニング・アイス 10 

アウェーク 20 

スリープ 20 

バーサークⅡ 20 

ナチュラル・アーマーⅠ 30 

バーサークⅢ 30 

ペイン 30 

トランスフォーム・マインド 40 

パラライズ 40 

バーサークⅣ 50 

草木呪物のスペル
スタビライス 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

リリーフ 10 

アイデンティファイ・ポイズン 20 

インゴレーン 20 

キュアー・ウーンド 20 

キュアー・ボディ 30 

ニュトラライス・ポイズン 30 

セークレト・グラウンド 30 

キャッチ 40 

レジェネレーション 40 

リクリエート 50 

水流呪物のスペル
トランスファー・ウーンド 10 

ムーブ・ウーンド 10 

アムニジア 20 

カース 20 

マジック・サーチュ 20 

ブレシング・オフ・ザ・スパイダー 30 

ヂスペル・カース 30 

セカンド・サイト 40 

ミラー・マジック 40 

雷鳴呪物のスペル
キャントリップ 5 

スパーク 5 

ライト 5 

ライトニング・アロー 10 

ライトニング・ハンド 10 

アラート 20 

フィアー 20 

ブラインドネス 20 

リリース・マジック 20 

アンチマジック・フィールド 30 

ダーク・ハンド 30 

ライトニング・ボールⅠ 30 

エネルギー・ウォール 40 

ダーク・ウェポン 40 

ライトニング・ボールⅡ 50 

岩石呪物のスペル
ペイン・コントロール 10 

マジック・ウェポンⅠ 10 

マジック・プロテクションⅠ 10 

マジック・プロテクションⅡ 20 

エネルギー・フィールド 30 

マジック・プロテクションⅢ 30 

マジック・プロテクションⅣ 40 

ペトリファイ 50 

マジック・プロテクションⅤ 50 

疾風呪物のスペル
センス・カース 5 

センス・マジック 5 

アストラル・サイト 10 

アイデンティファイ・マジック 20 

オーラ・コンシール 20 

ガスト・オフ・ウィンド 20 

サイレンス 20 

ブレス・オフ・アイス 20 

バインド 30 

メンタル・アロー 30 

オーラ・ディスガイス 40 

5.3.13   一般魔法：神聖  

アプレンティススペル
キャントリップ 5 

スタビライス 5 

スパーク 5 

センス・カース 5 

センス・プラグ 5 

センス・ポイズン 5 

センス・マジック 5 

ライト 5
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魔法学位      0      のスペル  
アイス・ハンド 10 

アストラル・サイト 10 

ディスアーム 10 

トランスファー・ウーンド 10 

バーニング・アイス 10 

ファイア・ハンド 10 

ペイン・コントロール 10 

マジック・ウェポンⅠ 10 

マジック・プロテクションⅠ 10 

ムーブ・ウーンド 10 

ライトニング・ハンド 10 

リリーフ 10 

アイデンティファイ・プラグ 20 

アウェーク 20 

アラート 20 

ガスト・オフ・ウィンド 20 

キュアー・ウーンド 20 

コマンド 20 

サイレンス 20 

スリープ 20 

セークレト・ワーター 20 

トーク・ウィス・デト 20 

フィアー 20 

ブラインドネス 20 

ブレシングⅠ 20 

ブレス・オフ・アイス 20 

フレンドシップ 20 

マジック・サーチュ 20 

マジック・プロテクションⅡ 20 

メンタル・ネール 20 

リリース・マジック 20

魔法学位Ⅰのスペル
アシュ・ハンド 30 

アンチマジック・フィールド 30 

エネルギー・フィールド 30 

キュアー・ボディ 30 

セークレト・グラウンド 30 

ソウル・ミラー 30 

ゾンビー 30 

ダーク・ハンド 30 

ニュトラライス・プラグ 30 

バインド 30 

ブレシングⅡ 30 

ペイン 30 

マジック・シールド 30 

マジック・プロテクションⅢ 30 

レパルション 30

魔法学位Ⅱのスペル
アシュ・ウェッポン 40 

エネルギー・ウォール 40 

キャッチ 40 

コース・ウーンド 40 

スペル・イミュニティー 40 

セカンド・サイト 40 

ダーク・ウェポン 40 

トランスフォーム・マインド 40 

トルース 40 

パラライズ 40 

マジック・プロテクションⅣ 40 

ミラー・マジック 40 

レジェネレーション 40 

エネルギー・サークル 50 

リクリエート 50
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